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ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」がユネスコ世界遺産のモン・サン・ミッシェル
「ペール・ジョエル司祭」認定会場へ
- 結婚承認証の発行や、婚姻届および出生届の永久保管サービスなど 11 月 1 日より開始 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、
「ララシャンスベルアミー」（佐賀県鳥栖市、福井県福井市）、「ララシャンス太陽の丘」（石川県金沢
市）の 3 支店で、ユネスコ世界遺産のモン・サン・ミッシェルのペール・ジョエル司祭より認定を受けまし
た。11 月 1 日より、結婚承認証の発行をはじめとする新たなサービスを実施します。

モン・サン・ミッシェル「ペール・ジョエル司祭」認定会場への経緯
当社では、お客さまならではの世界にたった一つしかないオリジナルウ
ェディングをご提案しています。新郎新婦さまにとって大切なゲストの
皆さまから見守られて行う挙式を、より一層特別な思い出として残して
いただきたいという想いから、ペール・ジョエル司祭により正式に認可を
受けた地域唯一の提携会場（この認定を受けることができるのは、各
県に 1 施設のみ）として今回のサービスを開始しました。
海に浮かぶ修道院として知られるユネスコ世界遺産のモン・サン・ミッ
シェルという特別な地からお二人の結婚承認証の発送や婚姻届の永
久保管などを行い、新郎新婦さまの大切な日を末永く祝福させていた
だきます。

モン・サン・ミッシェル外観

モン・サン・ミッシェル「ペール・ジョエル司祭」 略歴
1993 年より、地元教会でミサを担当。
2011 年より、モン・サン・ミッシェル島内で挙げられる結婚式の
司祭としてその司式を担当。

モン・サン・ミッシェル提携サービスの概要（抜粋）


モン・サン・ミッシェルで結婚式を担当するペール・ジョエル司祭が
記名、捺印した結婚承認証（=画像右=）をお届けします。



同封されている婚姻届を専用封筒で返送することで、現地で永久
保管されます。また、出生届の記載や、4 世代に亘って婚姻届保
管の申請を行うことができます。
その他のサービス詳細につきましては、
http://www.ms-michel.com でご覧いただけます。
実施時期
実施店舗
対象

ペール・ジョエル司祭

モン・サン・ミッシェルから送られる
結婚承認証

2014 年 11 月 1 日（土）より
ララシャンスベルアミー（佐賀県鳥栖市、福井県福井市）、
ララシャンス太陽の丘（石川県金沢市）
2014 年 11 月 1 日より上記施設で挙式をされる全てのお客さま

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

ララシャンスベルアミー（鳥栖支店） 施設概要
2000 年 9 月オープン。12,888 平米の広大な敷地には独立型チ
ャペルと神殿、オープンキッチンを併設した 3 バンケットを有する
完全貸し切りのゲストハウス型婚礼施設です。鳥栖駅から歩いて 3
分の好立地に位置しています。
佐賀県鳥栖市本鳥栖町 302-32 / JR 博多駅から JR 鳥栖駅ま
で特急で約 22 分、鳥栖 IC より約 5 分
http://ikk-wed.jp/belami/index.html

ララシャンスベルアミー（福井支店） 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（住所改訂前：福井市高柳町 16）
/ JR 福井駅より車で約 15 分、福井北 IC より約 10 分
http://www.ikk-grp.jp/fukui/

ララシャンス太陽の丘（金沢支店） 施設概要
2006 年 9 月オープン。10,092 平米の広大な敷地に建つ、完全
貸し切りのゲストハウス型婚礼施設です。「はじまり」と「永遠」の意
味を持つメタセコイヤが 800ｍも続く並木道の先には、2 つのチャ
ペルとタイプの異なる 3 つのバンケットを備えています。
石川県金沢市太陽が丘 3 丁目 1-3 / JR 金沢駅より車で 20 分、
森本 IC より車で 20 分
http://ikk-wed.jp/taiyonooka/
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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 池田明広
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
齊藤恭彦
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] 347 百万円（2013 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] 2013 年 10 月期連結売上高 14,510 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 15 か所、関連会社 2 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-grp.jp/hakatanomori/

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

[福岡] スイート ヴィラ ガーデン
http://suite-vg.jp/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

九州エリア：関連会社

中国・四国エリア

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/
※2015 年 3 月 7 日開業予定

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

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