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株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結城 啓太、以下「当社」）は、2019 年 4 月 1 日付

で下記の役員人事を行い、新経営体制に移行予定であることをお知らせいたします。 

今般の組織改編により、2 代表制となる他、新たに山口哲也氏、金山武志氏、岡田雅史氏を当社に迎え、計

9名にて取締役会および監査役会を運営する運びとなりました。 

 

 

■取締役および監査役人事 

 

 

■新経営体制の目的 

 当社は 2019 年 2 月に 7 億円の資金調達※1を完了させ、さらに新サービス『ラフールサーベイ』※2をリリースい

たしました。第二創業期を迎えている現在、当社の成長を一層加速させるべく、この度の新経営体制発足に至り

ました。 

 代表を 2 名体制とした趣旨としては、それぞれが自身の得意分野に注力し、意思決定から業務遂行までの質

とスピードを重視したいという狙いがあります。経営に関しては社長が最終責任者として担い、それを副社長が

補佐代行いたします。また執行に関しては、CEOが「事業」責任を持ち、CVOが「組織・ブランディング」責任を持

つという役割分担とします。 

 取締役会および監査役会設置により、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、取締役と監査役が互いに連携

しながらバランスの取れた強固な経営基盤を構築いたします。また、新経営体制のもと、当社事業の発展および

企業価値の最大化を目指しより一層尽力していくとともに、「ラフールネスで世界を笑顔に」※3 という当社ミッショ

ンの実現に向け邁進してまいります。 

 
[※1]資金調達について：http://www.lafool.co.jp/news/393/ 

[※2]『ラフールサーベイ』について：<サービスサイト>https://survey.lafool.jp <プレスリリース>http://www.lafool.co.jp/news/347/ 

[※3]当社ミッションについて：http://www.lafool.co.jp/company/philosophy/ 

氏名 新役職 旧役職 

結城 啓太（ゆうき けいた） 代表取締役社長 執行役員 CEO 代表取締役社長 CEO 

小梨 明人（こなし あきと） 代表取締役副社長 執行役員 CVO 取締役副社長 CVO 

松村 真悟（まつむら しんご） 取締役 執行役員 CFO 執行役員 CFO 

野津 幸治（のつ こうじ） 社外取締役 顧問 

上野 亨（うえの とおる） 社外取締役 顧問 

山口 哲也（やまぐち てつや） 社外取締役 ― 

金山 武志（かなやま たけし） 常勤監査役 ― 

室谷 光一郎（むろたに こういちろう） 非常勤監査役 顧問 

岡田 雅史（おかだ まさひと） 非常勤監査役 ― 
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メンタルヘルステック・スリープテックのラフール 

取締役会および監査役会の設置に伴う役員就任 



                  

 

 2 / 4 

 

写真左：代表取締役社長 執行役員 CEO 結城啓太  右：代表取締役副社長 執行役員 CVO 小梨明人 
 

 

■社外取締役・非常勤監査役 就任コメント 

 

【社外取締役 就任 野津幸治氏】 

ラフール社のメンタルヘルスケア事業は今後益々社会にとって必要となっていくことでし

ょう。結城氏、小梨氏含めた非常に優秀で頼もしいメンバー達と共に、ラフール社の企

業価値を中長期的に最大化するために、攻める部分と守る部分両面に渡り貢献してい

きたいと考えております。 

 

 

 

【社外取締役 就任 上野亨氏】 

かつて私の同僚に精神疾患を抱えた方がいました。私にとって、とても身近で、辛い思

いしかない病気です。ラフールの成長が世の中を変える。その想いが参画した理由で

す。あと結城社長を男にしたい！よろしくお願いします。 

 

 

 

 

【社外取締役 就任 山口哲也氏】 

心から尊敬する経営者と出逢えること、そしてそのビジョンを共に実現することが私の

一番の喜びです。新規事業立案やマーケティング、海外事業経験を最大限、ラフール

に投入していきたいと思います。ラフールのサービスが世界中の多くの人々を救う未来

を、メンバー全員で実現したいと思います！ 
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【非常勤監査役 就任 室谷光一郎氏】 

監査役には、企業が「健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社

会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務」（監査役監査基準２条１項）が

あるとされております。ラフール社が、メンタルヘルス業界をリードし、より社会的貢献を

していく企業に発展できるよう、監査役に求められる上記責務をしっかりと実行して参る

所存です。 

 

 

【非常勤監査役 就任 岡田雅史氏】 

長らく監査法人や証券会社においてベンチャーの IPO にたくさん関わらせていただきま

した。ラフール社においてはその経験を活かし、監査役としてラフール社の強いガバナ

ンス体制を確立し、マーケットから信頼される企業に成長するべく尽力したいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

■新任 山口氏・金山氏・岡田氏 略歴 

 
【社外取締役 就任 山口哲也氏】 
 

1971年 東京都生まれ 

1995年 日本電信電話株式会社 入社 

2007年 株式会社メンバーズ 入社 

2010年 株式会社ディーツーコミュニケーションズ 入社 

2013年 株式会社 D2CR 設立 取締役に就任 

迪尔希（上海）广告有限公司 董事に就任 

2014年 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 設立 董事兼総経理に就任 

2016年 AKB48(China) Holding Limited 設立 CEOに就任 

2018年 株式会社 D2C 社長室 社長補佐 

 
【常勤監査役 就任 金山武志氏】 

 

1958年 東京都生まれ 

1993年 国学院大学 大学院 卒業 

1993年 木内会計事務所 入所 

1995年 むらずみ会計事務所 入所 

1997年 株式会社サービスウエア・コーポレート 入社 

2006年 株式会社イントラスト 入社 

2006年 同社 取締役管理本部長に就任 

2012年 株式会社プレステージ・インターナショナル 監査役に就任 

2017年 株式会社 MEJ 監査役に就任 
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【非常勤監査役 就任 岡田雅史氏】 
公認会計士 

 

1965年 新潟県生まれ 

1989年 早稲田大学 商学部 卒業 

1992年 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 

1996年 公認会計士 登録 

2002年 野村証券株式会社 公開引受部 出向 

2017年 ココネ株式会社 入社 CFOに就任 

2018年 GMOクラウド株式会社 取締役監査等委員に就任 

2018年 グローウィン・パートナーズ株式会社 入社 投資事業部長に就任 

2019年 アジアクエスト株式会社 社外監査役に就任 

 

 

その他役員の略歴については、既に発表済みとなりますため、詳細は当社 HPをご参照ください。 

http://www.lafool.co.jp/company/management/ 

 

 

■ラフールについて 

当社は 2011 年の創業以来、主に BtoB のメンタルヘルス領域で「AI テック×リアル」のサービスを展開、既に

3000 社以上の取引実績があります。大学や医師との共同研究を通して、メンタルに関するビックデータの AI 解

析を行っている他、ウェアラブル端末と連携したスリープテック領域の事業にも取り組んでいます。 

現在、従業員の健康度を多角的に分析・見える化できる SaaS 型診断ツール『ラフールサーベイ』※1 や、国内

で唯一、内閣府認可団体からの認定を受けた企業研修などを提供。組織課題の「分析」から「改善」までトータル

サポートしており、離職防止・生産性向上・健康経営の実現を支援しています。 

 
[※1]『ラフールサーベイ』について：<サービスサイト>https://survey.lafool.jp <プレスリリース>http://www.lafool.co.jp/news/347/ 

 

 

【 会社概要 】 

社 名 株式会社ラフール 

本社所在地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-9-5 日進ビル 7F 

設 立 2011 年 11 月 30 日 

代 表 代表取締役社長 結城啓太 

事 業 内 容 
メンタルヘルステック事業・スリープテック事業 

コンサルティング事業・保育園事業・有料職業紹介事業 

企業サイト http://www.lafool.co.jp 

サービスサイト https://survey.lafool.jp 

【報道関係の方からのお問い合わせ先】 

株式会社ラフール 広報担当：青柳（アオヤギ） TEL：03-5643-3707 Mail：news@lafool.co.jp 

内閣府認可一般財団法人 職業技能振興会認可のメンタルヘルス研修と AI 組織解析ツール提供のラフール 

http://www.lafool.co.jp/

