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結婚情報誌「ゼクシィ」編集部主催のウエディングフォトコンテストで「大賞」など受賞
－ 応募総数 1,220 作品、受賞作品全 12 作品のうちアイ・ケイ・ケイから 4 作品が選出 －
－ アイ・ケイ・ケイのフォトグラファーが 3 年連続の大賞を受賞 －
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）が運営す
るキャナルサイドララシャンス（富山支店）、ならびに伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館（伊万里支店）、ラ
ラシャンス迎賓館・プレジール迎賓館（宮崎支店）、ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館（広島支店）に所属
するフォトグラファー4 名が、「第 17 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」で、それぞれ大賞、審査委員長
テリー伊藤賞、入選に選出されました。

「第 17 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」について
当コンテストは、株式会社リクルートマーケティングパートナーズが運営する結婚情報誌「ゼクシィ」編集部が
実施しており、本年が 17 回目の開催となります。本年度は 1,220 作品の応募があり、受賞作は大賞 1 作品、
審査委員長賞 2 作品（テリー伊藤賞 1 作品、浅田政志賞 1 作品）、優秀賞 4 作品、入選 5 作品の合計
12 作品が選出されました（5 月 23 日ゼクシィ 7 月号紙面、ゼクシィのサイトにおいて発表）。

受賞作品の概要 ※ゼクシィ掲載内容（賞、受賞者、受賞作品）と所属フォトグラファーによるコメント
賞
受賞者
所属
受賞作品

大賞
原田 航太朗
富山支店：キャナルサイドララシャンス

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「絆」
新郎さまが結婚式を機に中学時代の仲間とバンドを再結成。演奏中、最高の仲
間と過ごしたかけがえの無い日々が思い出され、皆さまの目から涙が零れます。
結婚式だからこそ実現した、大切な仲間との深い絆を改めて確かめ合うことがで
きた、素敵な時を収めた 1 枚です。

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

賞
受賞者
所属
受賞作品

審査委員長 テリー伊藤賞
田中 勝太
伊万里支店：伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「家族の愛に囲まれて」
自宅前での家族撮影直後に撮影した 1 枚。慣れない家族写真で皆さま緊張気
味でした。撮影を終え、ほっと皆さまの緊張が解けた瞬間に、自然に溢れ出た笑
顔の瞬間を逃さず撮影。新婦さまの門出を心の底から祝う、たくさんの暖かな笑
顔で溢れた写真です。

賞
受賞者
所属
受賞作品

入選
髙山 将吾
宮崎支店：ララシャンス迎賓館・プレジール迎賓館

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「嬉しくて寂しい瞬間」
新婦さまが中座の際にお呼びしたのは大の仲良しである妹さま。今まで姉妹で一
緒に過ごしてきた大切な日々が思い出されると同時に、大好きなお姉さまが嫁ぐ
嬉しい気持ちと、遠くへいってしまうような寂しい気持ちが入り混じり、涙となって溢
れ出てきます。妹さまの新婦さまへの深い想いで会場中が包まれた、素敵な瞬
間です。
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賞
受賞者
所属
受賞作品

入選
渡辺 瞳
広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「サプライズ！」
ご兄弟と中座に向かう新郎さま。道中、突然お母さまからお手紙が手渡されま
す。それは立派に育った新郎さまに向けたはなむけのお手紙。その後、抱きしめ
て思いを伝えるお母さまを新郎さまが持ち上げ、母への思いを表現します。お母
さまはもちろん、会場全員も驚きの笑顔に溢れます。会場中がサプライズに涌い
た 1 枚です。

ゼクシィ「第 17 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」受賞作品： http://zexy.net/mar/news/1705photo/result1.html

キャナルサイドララシャンス（富山支店）概要
2005 年 10 月オープン。親水公園である富山県富岩運河環水
公園のほとりに位置し、9,339 平米の敷地内に 1 チャペル 3 バン
ケット、プール付のプライベートガーデンを備えており、水辺にちな
んだ演出やおもてなしができるのが特長です。また、2014 年 5 月
1 日より、富山県初の「恋人の聖地」に認定されています。
富山県富山市木場町 4-1 / JR 北陸本線富山駅より車で 3 分
http://ikk-wed.jp/toyama/

伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館（伊万里支店）概要
10,375 平米の広大な敷地に建つ伊万里迎賓館（1991 年 3 月
オープン）とララシャンス迎賓館（2005 年 3 月オープン）。20 年
以上愛され続けている伊万里迎賓館とゲストハウス型婚礼施設
のララシャンス迎賓館は、独立型チャペルと神殿、3 つのバンケ
ットを有します。
佐賀県伊万里市新天町 722-5 / 国見道路より車で 15 分、武
雄北方インターより車で 20 分。伊万里バスセンターより徒歩 8 分
http://ikk-wed.jp/geihinkan/
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ララシャンス迎賓館（宮崎支店）概要
2005 年 10 月オープン。5,525 平米で宮崎の爽やかな青空とま
ばゆい太陽のもと、南仏リゾートをイメージした完全貸し切りのゲス
トハウス型婚礼施設です。
宮崎県宮崎市花ヶ島町入道 2206-2 / J R 日豊本線宮崎神宮
駅より徒歩約 5 分。JR 日豊本線宮崎駅より車で 10 分
http://ikk-wed.jp/miyazaki/

プレジール迎賓館（宮崎支店）概要
2007 年 7 月オープン。宮崎駅から徒歩１分の好立地で、2,976
平米の敷地に建つプレジール迎賓館。宮崎の爽やかな青空とま
ばゆい太陽のもと、南仏リゾートをイメージした 1 つの独立型チャ
ペル、1 つのバンケットを有します。
宮崎県宮崎市宮崎駅東 2 丁目 7-1 / 宮崎空港より車で 15 分。
宮崎西インターより車で 10 分。JR 宮崎駅より徒歩 1 分
http://ikk-wed.jp/ps/

ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館（広島支店）概要
2015 年 3 月オープン。広島東洋カープの本拠地「マツダ
スタジアム」に隣接。7,464 平米の敷地に１つのチャペルと１つの
バンケット、レストランを備える他、バーも併設している。県内で唯
一、カープとコラボしたウェディングアイテムを提供していることも
特長。
広島県広島市南区西蟹屋 3-18-2 / J R 広島駅南口より徒歩 8
分
http://ikk-web.jp/hiroshima/
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[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

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、「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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