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報道関係各位

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 1,090 作品、受賞作品全 12 作品のうちアイ・ケイ・ケイから 6 作品が選出 －
－ アイ・ケイ・ケイのフォトグラファーが 4 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）に所属す
るフォトグラファー6 名が、「第 18 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、優秀賞、審査
委員長 テリー伊藤賞、入選に選出されました。

「第 18 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 18 回目の開催となります。本年度は 1,090 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
田中 勝太
伊万里支店：ララシャンス迎賓館／伊万里迎賓館

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

「ご両親の夢叶う時」
挙式の直前、着替えて挙式に向かう新郎新婦さまとご両親さまの初対面。満面
の笑顔で迎えるご両親さまの顔から、待ち望んだお子様の晴れの姿をご覧になら
れ、喜び一杯の様子が見て取れます。
お二人の目線で家族との喜びの瞬間を捉えた一枚となりました。

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
福嶋 友広
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

「想いを込めた紅差し」
結婚式当日に行われる、お母さまから娘さまへの身支度の最終仕上げ、「紅差し
の儀」。幸せになってほしいという願いを込めた儀式の瞬間。震える手で紅を差す
お母さまと瞳をうるませる新婦さまの感動の一瞬に思わずシャッターを切りまし
た。

賞
受賞者
所属
受賞作品

優秀賞
金澤 つばさ
福岡支店：ララシャンス博多の森

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

「親子で誓い」
結婚式当日、新郎新婦さまが誓いの儀式をしていたところ、お子さまが階段をあ
がりお父さまの足の間からひょっこり顔を出しました。チャペルに笑いが起きながら
も、誓いの言葉を続けるお二人。ご家族の幸せで楽しそうな儀式が伝わってくる
素敵な瞬間を撮影しました。
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賞
受賞者
所属
受賞作品

優秀賞
原田 航太朗
金沢支店：ララシャンス太陽の丘

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

「みんなの気“モチ”」
余興の餅つきにお祖父さまが飛び入り参加。みんなが一体となり、餅つきを応援
していました。応援するゲストの皆さまの一体感と日の丸扇子でひときわ盛り上げ
る新婦さま、会場全体が大盛り上がりの瞬間を撮影しました。

賞
受賞者
所属
受賞作品

入選
中村 宙翔
盛岡支店：ララシャンスベルアミー

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

「立派になりすぎ」
初めての息子の晴れ姿を見た親御さま、いつもと全く違った姿だったのか、お二
人揃って驚きの表情。 立派になられた息子さまの晴れの姿に息の合ったリアク
ションをされた瞬間でした。
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賞
受賞者
所属
受賞作品

入選
前田 美菜実
岡崎支店：ララシャンス OKAZAKI 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

「照れ笑い」
挙式の終盤、お二人の誓いのキス・・・、神聖な儀式のはずが照れてしまい思わ
ず顔をそらしてしまった新郎さま。大好きなお二人の心温まる瞬間を撮影しまし
た。見守っていた牧師さまも思わず笑顔になっている姿も印象的です。

ゼクシィ「第 18 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」受賞作品： https://zexy.net/mar/news/1805photo/result1.html
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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）施設概要
2002 年 10 月オープン。26,155 平米の広大な敷地に建つゲストハウ
ス型婚礼施設。タイプの異なる 3 つのチャペルと 4 つのバンケットを備
えます。自然に恵まれた周辺環境に加え、アクセスの良さも魅力のひ
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-wed.jp/hakatanomori/

[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 是常 謙治
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

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（2017 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] 2017 年 10 月期連結売上高 18,172 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 18 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

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

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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