
 

 

 

News Release 

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

2015年 5月 28日 

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 

婚婚礼礼情情報報誌誌「「ゼゼククシシィィ」」編編集集部部主主催催ののウウエエデディィンンググフフォォトトココンンテテスストトでで「「大大賞賞」」ななどど受受賞賞  

－－  応応募募総総数数 660099作作品品、、受受賞賞作作品品全全 1133作作品品ののううちちアアイイ・・ケケイイ・・ケケイイかからら「「大大賞賞」」含含むむ 33作作品品がが選選出出  －－  

  

ゲゲスストトハハウウスス型型婚婚礼礼施施設設「「ララララシシャャンンスス」」をを、、九九州州地地方方ををははじじめめ全全国国にに展展開開すするるアアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ株株式式会会社社（（本本

社社：：佐佐賀賀県県伊伊万万里里市市、、本本部部：：福福岡岡県県糟糟屋屋郡郡志志免免町町、、代代表表取取締締役役社社長長：：金金子子和和斗斗志志、、以以下下 IIKKKK））がが運運営営すす

るるララララシシャャンンスス迎迎賓賓館館（（大大分分支支店店））、、ななららびびににララララシシャャンンスス博博多多のの森森（（福福岡岡支支店店））、、ララララシシャャンンススいいわわきき（（いいわわきき

支支店店））にに所所属属すするるフフォォトトググララフファァーー33名名がが、、「「第第 1155回回ゼゼククシシィィウウエエデディィンンググフフォォトトココンンテテスストト」」でで、、そそれれぞぞれれ大大賞賞、、

審審査査委委員員長長  浅浅田田政政志志賞賞、、優優秀秀賞賞をを受受賞賞ししままししたた。。  

「第 15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婚礼情報誌「ゼクシィ」編集部が

実施しており、本年が 15回目の開催となります。本年度は 609作品の応募があり、受賞作は大賞 1作品、

審査委員長賞 3作品（テリー伊藤賞 1作品、浅田政志賞 2作品）、優秀賞 4作品、入選 5作品の合計

13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 大賞 

受賞者 内山田 智久 

所属 大分支店：ララシャンス迎賓館 

受賞作品  

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 

「思い出の母校で後輩たちに祝福される新郎新婦さま」 

新郎新婦さまの思い出が詰まった母校の体育館での前撮り。練習中だったバレ

ー部の後輩たちは、ドレス・タキシード姿の新郎新婦さまを見て大興奮。後輩たち

の中心でキスをするお二人への祝福を、みんなの心を一つにして大きなジャンプ

で表現してくれました。 
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賞 審査委員長 浅田政志賞 

受賞者 渡邉 康人 

所属 福岡支店：ララシャンス博多の森 

受賞作品  

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 

「自然な笑顔が弾ける瞬間！」 

はつらつとして、明るく元気なゲストがとても多かったので、写真を通して新郎新婦

さまとゲストの関係や雰囲気が伝わるように意識しました。歓談中のひと時に自撮

り棒を前にして、新婦さまとご友人の自然な笑顔が弾けた瞬間をカメラに収めまし

た。 

  

賞 優秀賞 

受賞者 半沢 伯也 

所属 いわき支店：ララシャンスいわき 

受賞作品  

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 

「みんなが見守る中、プールへダイブ！」 

真夏の結婚式にプールサイドでぐるぐるバットを行ってからのスイカ割り。スイカ割り

を始める前から盛り上がっていた大勢のゲストとスイカを中心に撮影した１枚。スイ

カに辿り着く前によろけて落ちそうになるゲストを、スタッフが助けようとしている一

瞬を撮影しました。 

ゼクシィ「第 15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/1505photo/result1.html 

http://zexy.net/mar/news/1505photo/result1.html
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[[本本件件にに関関すするる報報道道関関係係かかららののおお問問いい合合わわせせ先先]]  

アイ・ケイ・ケイ株式会社    広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー 

経営管理部 池田明広        齊藤恭彦 

Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031  Tel.03-3568-3844 ・ Fax.03-3568-3838 

info-iｒ@ikk-grp.jp          ikk@pjbc.co.jp 

〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5  〒107-6033東京都港区赤坂 1-12-32 

アーク森ビル 33F 私書箱 562号 

  

ララララシシャャンンスス迎迎賓賓館館（（大大分分支支店店））施施設設概概要要  

完全貸し切りのゲストハウス型婚礼施設であり、チャペルは、
独立型の自然と調和した「木とガラスのチャペル」で、全長 50

メートルのバージンロードを備えます。バンケットは、170名収
容と県下最大級の規模です。またオープンキッチンを備えて
おり、披露宴の進行に合わせて料理のご提供が行えます。  

分県大分市高江西 1-4323-19 / JR大分大学前駅より車で
約 2分、JR大分駅より車で約 20分、大分光吉 ICより車で約
8分 

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

  

ララララシシャャンンスス博博多多のの森森（（福福岡岡支支店店））概概要要  

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、4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/ 
 

ララララシシャャンンススいいわわきき（（いいわわきき支支店店））施施設設概概要要  

2009年 4月オープン。20,312平米の広大な敷地には 2つの

独立型チャペルと、オープンキッチンを併設した 2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。 

福島県いわき市中央台高久 2-28 / 常磐自動車道いわき中

央 IC より車で 17分（駐車場完備）、JR常磐線いわき駅より

車で 17分、JR常磐線湯本駅より車で 17分 

http://ikk-wed.jp/iwaki/ 
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会会社社概概要要 

[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] 349百万円（2014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] 2014年 10月期連結売上高 15,346百万円 [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、関連会社 2社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九九州州エエリリアア  

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

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

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

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

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

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

東東北北エエリリアア  

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

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

 
北北陸陸エエリリアア  

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

[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/ 

九九州州エエリリアア：：関関連連会会社社  

株式会社極楽 
http://www.4400.jp/ 

アイケア株式会社 
http://icare-grp.jp/ 

中中国国・・四四国国エエリリアア  

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

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