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アイ・ケイ・ケイ株式会社
佐賀県伊万里市新天町 722-5
報道関係各位

アイ・ケイ・ケイ、2014 年度新卒採用で、経営リーダーを目指す若き人“財”を募集
意欲的な挑戦を評価する人事理念で、婚礼や新規事業、グローバルでの飛躍が可能
現在エントリーを受付中。単独会社説明会も各地で開催
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、九州地方をはじめ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、以下 IKK）は、2014
年度の新卒採用エントリーを受け付けており、特に、将来の経営リーダーを目指して働きたい、意欲的な挑
戦者を募集しています。
採用情報サイトや単独会社説明会では、20 代で支店（婚礼施設）のトップである支配人になった事例や、
30 代で子会社の社長に抜擢された事例などを挙げて、誰もが挑戦しやすく、そして評価も伴う人事理念、
社風であることを、説明しています。
アイ・ケイ・ケイは、本年 1 月の東証一部上場や今秋の介護事業展開、また中国、ベトナムへの進出準備な
ど、いわば第二創業期にあると捉えています。今年掲げたビジョン「世界一の感謝と感動が集まるグローバ
ルウェディング企業」を、2020 年までに達成することを目指して、特に「将来は経営者になりたい」、「国内外
を舞台に働きたい」といった情熱を持ち、ともに邁進してくれる人財を、強く求めています。

人事理念
「私たちは、お客さまの感動のために､ホスピタリティ精神を磨き､挑戦者として行動する人財（ひと）を評価し
ます。」
人事評価基準
最大評価
挑戦者として行動し､成果を上げた人
第二加点評価 挑戦者として行動したが、失敗した、または成果を上げられなかった人
第三加点評価 挑戦者として行動しなかったが、成果は上がった人
減点評価
挑戦者として行動しなかったし、成果も上げられなかった人
“挑戦者として行動をした”という点を評価基準としており、たとえ失敗したとしても挑戦したことを評価する社
風です。情熱と熱意をもった人財（ひと）を募集しています。
単独会社説明会
IKK の採用情報サイト http://ikk-wed.jp/recruit/ からエントリーできます。
日程
開催都市 会場
3 月 5 日（火） 福岡市
ララシャンス博多の森
3 月 7 日（木） 大阪市
TKP 大阪梅田ビジネスセンター
3 月 8 日（金） 同上
同上

http://www.ikk-grp.jp/
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代表取締役社長 菊池旭貢
36 才
出身地
佐賀
スイートヴィラガーデン株式会社
平成 23 年 4 月
挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
50 百万円
スイートヴィラガーデンは、IKK グループが初めて手掛け
る再生型婚礼施設の 1 号店（2011 年 9 月オープン）で
す。中価格帯のお客さま向けに企画・運営面で効率化
を図り新たなコスト構造を特徴としています。今期は前
年同期比 2 桁の増収を見込んでおり、グループの第 2
ブランドとして挑戦を続けていきます。

1999 年入社。2004 年、社内最年少で支配人に昇格。2007 年、総支配人および営業部長に就任。社内
の横断的な管理、仕組み構築に貢献する。2010 年、最年少取締役、2011 年、子会社代表取締役に抜
擢。
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代表取締役社長 寺澤大輔
44 才
出身地
長崎
アイケア株式会社
平成 24 年 12 月
有料老人ホームの施設運営、通所介護、訪問介護、
居宅介護支援等の介護事業
50 百万円
高齢化社会の進展に伴い、IKK グループでは、婚礼事
業を中心として培ってきたホスピタリティ精神やノウハウ
を生かし、2012 年 12 月に、介護事業を行う子会社アイ
ケア株式会社を設立。新事業の展開を開始しました。こ
れにより、企業価値の増大と持続的成長、新しい介護
分野の創造を目指していきます。

1995 年入社。鳥栖支店など多くの支店立ち上げに責任者として携わる。その後、人事部、経営企画部へ。
経営企画部長として新規事業を統括し、若手社員の成長をサポートしている。目標はウェディング事業の次
の柱となる事業を軌道に乗せ、アイ・ケイ・ケイの未来への礎を築くこと。「海外でも任せてほしい」そんな元
気な人財を心から求めている。

[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
経営企画部 武曽（むそう）裕之
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031
info-ikk@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
齊藤恭彦・水浦琢也
Tel.03-3496-1091 ・ Fax.03-3496-2216
ikk@pjbc.co.jp
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 2-9-1F
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当社施設の一例：ララシャンス博多の森（福岡支店） 概要
2002 年 10 月オープン。15,563 平米の広大な敷地に建つゲ
ストハウス型婚礼施設。木とガラスのチャペルと白亜のチャペ
ル、タイプの異なる 3 つのバンケットがあります。バンケットには、
こだわりのオープンキッチンを備えています。また、自然に恵ま
れた周辺環境も、魅力のひとつです。
福岡県福岡市博多区東月隈 3-27-2 / 福岡空港より車で約
5 分。福岡都市高速出口より車で約 10 分
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/

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
[本 社] 佐賀県伊万里市新天町 722-5
[本 部] 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5
[設 立] 1995 年 11 月 1 日
[代表者] 代表取締役社長 金子和斗志
[資本金] 342,342 千円（2012 年 10 月 31 日現在）
[売上高] 13,594 百万円（2012 年 10 月期）
[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
[経営方針]
IKK は、「お客さまの感動のために！」という経営理念のもと、お客さまの感動づくりを通して社会に貢献する
ことにより、地域社会になくてはならない企業となることを経営の基本方針としております
[事業所] ゲストハウス型婚礼施設 15 か所、関連会社 3 社
九州エリア

東北エリア

[福岡] ララシャンス博多の森

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

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

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

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

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

北陸エリア

[大分] ララシャンス迎賓館

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

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

[長崎] ハーバーテラス SASEBO 迎賓館
※2013 年 11 月開業予定
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

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

[宮崎] プレジール迎賓館

[富山] キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
http://www.lachance-ikk.jp/
[石川] ララシャンス太陽の丘
http://www.ikk-grp.jp/taiyonooka/
[福井] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-grp.jp/fukui/

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

九州エリア：関連会社
スイートヴィラガーデン株式会社
http://suite-vg.jp/
株式会社極楽
http://www.4400.jp/

四国エリア
[高知] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/kouchi/
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