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地域の魅力を活かしたウェディングコンクールで、
ララシャンスベルアミーのウェディングプランナーが受賞
－ 福井県大野市の伝統を生かしたおもてなしで故郷に感謝を込めた結婚式 －
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイ株式会社（本社：佐賀県伊万里
市、本部：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：金子和斗志）が運営するララシャンスベルアミー（福
井支店）に所属するウェディングプランナーが、「第 6 回ふるさとウェディングコンクール」でブライダル産業新
聞社賞を受賞しました。

「ふるさとウェディングコンクール」について
一般社団法人 全日本ブライダル協会、ブライダル産業新聞社の共催で、家族や身近な人との絆を大切
にし、地域の魅力を活かした挙式スタイルを「ふるさとウェディング」と称し、総務省、観光庁後援のもと、「ふ
るさとウェディング」の社会的風潮を高めることを目的として開催されているコンクールです。

受賞作品の概要

↑まんじゅうまきの様子

↑新郎さまの手作りケーキ
賞・作品名

ブライダル産業新聞社賞 「手作りのおもてなし～想いを込めて～」

受賞者

今井 瞳佳光 （いまい ひかる）

所属

福井支店：ララシャンスベルアミー

受賞作品について
お二人の故郷である、福井県大野市は「結の故郷
越前おおの」というブランド・キャッチコピーを掲げ、北
は石川県、東と南は岐阜県、西は福井県福井市と、
地域と地域を”結ぶ”要所でありました。
結婚式を通じて参列者の皆さまに故郷の大野市の
地域性を取り入れ、人と人を”結ぶ”結婚式でおもて
なしを、という想いから人の手にこだわった手作りの
品、ケーキやようかん等を取り入れました。
そして、育った地域への感謝の気持ちを込めて福井
県の伝統行事「まんじゅうまき」を行い、地域の皆さ
まも参加した結婚式となりました。

受賞者のコメント
今回の受賞を通して、改めて新郎さま、新婦さまが
育った地域で受け継がれる伝統を大切にしながら、
今に生かすことで、新たな感動が生まれると実感し
ました。
とにかく参列されたゲストに感動してもらいたいという
お二人の気持ちに寄り添い共に結婚式を創っていけ
たことは、プランナーとして、とても喜ばしいことでし
た。
これからも古き良き伝統を大切にしながらも、今を生
きる皆さまに受け入れられる結婚式の形を実現でき
るよう、努めてまいります。

http://www.ikk-grp.jp/

資料： コンクール応募概要（要約）
主催
後援
テーマ
審査基準

一般社団法人 全日本ブライダル協会／ブライダル産業新聞社
総務省／観光庁
ふるさとウェディング／地域の魅力を活かした挙式スタイル
古くから伝わる伝統を再現したものではなく、新しいアイデア・感覚で作り出したものを
評価します
＜参考例＞
1. 自宅で花嫁仕度。近所の人、町、村の人に挨拶して出発！
2. 地域の名所、旧跡、公園などで、想い出に残る挙式を
3. 地域独特の風習を活かした、新鮮で魅力ある演出
4. 披露宴のメニューは、地域の物産物を盛り込んだおもてなしを
5. 引き出物は、地域の伝統工芸品、特産物で地域振興に貢献を
6. 『アニバーサリーウェディング』（今回から審査の対象に加えます）
応募方法
挙式・披露宴の写真とレポート提出
[レポート内容] （1）ふるさとウェディングを企画した理由、（2）挙式・披露宴の工夫点、
（3）新郎新婦の感想・喜びの声 など
審査員
桂 由美 （全日本ブライダル協会会長）
飯塚 秋成 （総務省 地域力 創造グループ 地域振興 室長）
玉石 宗生 （観光庁 観光地域振興課 ニューツーリズム推進官）
池田 義信 （ブライダル産業新聞社取締役編集長）
表彰
総務大臣賞
観光庁長官賞
全日本ブライダル協会賞 2 作品
ブライダル産業新聞社賞
※ 「第 6 回ふるさとウェディングコンクール」ホームページより引用
http://www.ajba-civil.or.jp/announce/announce2017_01.html

[本件に関する報道関係からのお問い合わせ先]
アイ・ケイ・ケイ株式会社
経営管理部 武曽裕之
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031
info-iｒ@ikk-grp.jp
〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5

広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー
柴田 惠津子
Tel.03-3568-3844 ・ Fax.03-3568-3838
ikk@pjbc.co.jp
〒107-6033 東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル 33F 私書箱 562 号

ララシャンスベルアミー 施設概要
2009 年 10 月オープン。10,490 平米の広大な敷地に 1 チャペル 2
バンケットを備える、完全貸し切りのゲストハウス型婚礼施設です。チ
ャペルは北陸エリア最大級の規模で、バンケットは全てオープンキッ
チンとプール隣接のガーデンを備えています。
福井県福井市高柳町 2-1007、JR 福井駅より車で約 15 分、
福井北 IC より約 10 分 http://ikk-wed.jp/fukui/
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会社概要
[社 名] アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK Inc.）
[証券コード] 2198 東証 1 部
[住 所] 佐賀県伊万里市新天町 722-5
[設 立] 1995 年 11 月 1 日
[資本金] 351 百万円（2016 年 10 月 31 日現在）
[代表者] 代表取締役社長 金子和斗志
[売上高] 2016 年 10 月期連結売上高 17,911 百万円 [ホームページ] http://www.ikk-grp.jp/
[事業内容]
挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供、葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供
[経営方針]
IKK グループは、「幸せと感動のために」という経営理念のもと、お客さまの感動を通して社会に貢献するこ
とを経営の基本方針とし、「感動創造カンパニー」を目指しております。
[事業所] ゲストハウス型婚礼施設 16 か所、グループ会社 3 社
九州エリア

東北エリア

[福岡] ララシャンス博多の森
http://www.ikk-wed.jp/hakatanomori/

[岩手] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/morioka/

[福岡] スイート ヴィラ ガーデン
http://ikk-wed.jp/svg/

[福島] ララシャンスいわき
http://www.ikk-wed.jp/iwaki/

[佐賀] 伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/geihinkan/

北陸エリア

[佐賀] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/belami/

[富山] キャナルサイドララシャンス
http://www.ikk-wed.jp/toyama/

[大分] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/oita/

[富山] キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
http://ikk-wed.jp/lachance/

[長崎] ハーバーテラス SASEBO迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

[石川] ララシャンス太陽の丘
http://www.ikk-wed.jp/taiyonooka/

[宮崎] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/miyazaki/

[福井] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/fukui/

[宮崎] プレジール迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/ps/

中国・四国エリア

東海エリア ※2017 年 10 月開業予定

グループ会社

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

[愛知] ララシャンス OKAZAKI 迎賓館
http://ikk-wed.jp/okazaki/

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

[高知] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/kouchi/

関西エリア ※2017 年 12 月開業予定

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

[大阪] キャッスルガーデン OSAKA
http://ikk-wed.jp/osaka/

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
http://ikkwedding.co.id/
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