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【一般社団法人 日本ゴルフツアー機構】 
男子プロゴルフツアーを統括する競技スポーツとして、「スポーツの素晴らしさとスポーツに
よる感動を提供する」責務を負うとともに、ゴルフの普及と振興、国際社会・地域社会への
貢献活動や国際交流の推進、子供たちの健全な育成に寄与する社会的役割を果たすことを目
的に活動を行っています。 

 
商号 一般社団法人 日本ゴルフツアー機構 
設立 2013 年 

代表者 会⻑ ⻘⽊ 功 
所在地 東京都港区  

事業内容 ゴルフツアートーナメントの開催、運営 
ツアーメンバーの資格認定 
ツアーメンバーの肖像権その他の権利の保護 
チャリティ競技その他チャリティ事業の実施 

社員数 194 名（2019 年 4 月現在） 
企業 URL https://www.jgto.org/ 

 
【株式会社ラキール】 
「デジタルネイティブカンパニー」として、投資効率の高い製品/サービスによってお客さまのビ
ジネスに貢献してまいります。 
 

商号 株式会社ラキール 
創立 2005 年 6 月 

代表者 代表取締役社⻑ 久保 努 
資本金 301,865,000 円 
所在地 東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー33 階 

事業内容 LaKeel 事業 
従業員数 単体：414 名 連結：504 名（2019 年 4 月 1 日現在） 
企業 URL https://www.lakeel.com/ 

 
 

■本件に関するお問合せ先 
株式会社ラキール 
営業本部 マーケティング企画グループ 
TEL：03-6441-3859   FAX：03-6441-3865   Email：marketing@lakeel.com 


