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国国内内最最大大規規模模ののウウェェデディィンンググココンンテテスストトでで準準ググラランンププリリななどど受受賞賞  

－－  応応募募総総数数 331133 作作品品、、最最終終審審査査にによよるる入入賞賞 55 名名ののううちち、、アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイかからら 22 名名選選出出  －－  
  

  

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ププレレジジーールル迎迎賓賓館館（（宮宮

崎崎支支店店））、、おおよよびび伊伊万万里里迎迎賓賓館館・・ララララシシャャンンスス迎迎賓賓館館（（伊伊万万里里支支店店））にに所所属属すするるウウェェデディィンンググププラランンナナーー22 名名

がが、、““いいいい結結婚婚式式””ののププラランンニニンンググココンンテテスストト「「GGoooodd  WWeeddddiinngg  AAwwaarrdd  22001144」」でで準準ググラランンププリリ、、ククリリエエイイテティィブブ

賞賞をを受受賞賞ししままししたた。。  

 

本アワードは 4回目の開催で、本年度は 313作品のエントリーがありました。一次審査（書類選考）で選出さ

れたファイナリスト 8名による最終審査（8/5実施）の上、グランプリ、準グランプリ、クリエイティブ賞 2名、ソ

ウル賞 1名の計 5名が選出されました。IKK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”を評価する」といった人事理念を掲げており、外部アワードへの応募や資格取得など、

意欲的な取り組みを推奨しています。 

  

受受賞賞作作品品のの概概要要  

●●準準ググラランンププリリ  

ウェディングプランナー 

プランナー歴 

所属 

 
 
 

鎌倉 綾香 （大分県大分市出身） 

プランナー歴 4年 

プレジール迎賓館 （宮崎支店） 

結婚式のテーマ・コンセプト LITTLE WORLD IN THE MIND（心のなかの小さな世界） 

発表のポイント 「ティム・バートンの世界観を実現したい」個性的な新郎新婦様の要望は

難しく、会場でも前代未聞のことばかり。目に見えるデコレーションだけでな

く、「なぜその世界観を表現したいのか？」をとことん追求した上で実現し

た結婚式で、新郎様はお父様をはじめ周囲の期待と向き合い、自分の考

えを伝えることができました。結婚式のテーマは人生のテーマになる、と実

感する結婚式でした。 

受賞者のコメント 今回の受賞は、私だけでなく新郎新婦様と婚礼に携わってくださった全て

のスタッフのおかげで獲得できた賞だと思っています。どのような要望にも

全力で応え、一緒にひとつの結婚式を創りあげてくれた支店のスタッフに

は感謝の気持ちでいっぱいです。結婚式を通して1組でも多くの新郎新婦

様が「自分たちの人生のテーマ」を見つけてくださること、そして結婚式っ

てこんなに自由で楽しいものなんだ！と思っていただけるプランニングを行

っていくことを目標に今後も努力し続けてまいります。 
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●●ククリリエエイイテティィブブ賞賞  

ウェディングプランナー 

プランナー歴 

所属 

 
 
 

今川 和恵 （福井県福井市出身） 

プランナー歴 4年 

伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館 （伊万里支店） 

結婚式のテーマ・コンセプト 人のため結婚式～新郎新婦はゲストのために、ゲストは新郎新婦のため

に、スタッフは結婚式のために～ 

発表のポイント 結婚式前日に新婦様が体調を崩し、当日来られないかもしれないという

状況の中、何かできる方法はないかと必死で考えました。新婦様が夢に

見てきた幸せな一日を何が何でも実現したいという気持ちしかありません

でした。個性的な演出というわけではありませんでしたが、従来のやり方に

捉われなかったことや、多くの方々から協力を得られたこと、新郎新婦様

への想いが集まったことで、今回の結婚式を無事に終えることができまし

た。 

受賞者のコメント 結婚式に関わってくださった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。今

回の結婚式を通し、想いは伝わるということを実感しました。また、他のフ

ァイナリストの方の発表を聞き、全国でもこのような多くの感動的な結婚式

があり、私にもまだまだお客さまのためにできることがたくさんあると刺激に

なりました。さらに素敵な結婚式が増えるよう、これからもお客さまのため

に、たくさんの想いが詰まった結婚式をお手伝いしてまいります。 

  

●●作作品品イイメメーージジ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

人のため結婚式 

～新郎新婦はゲストのために、ゲストは新郎

新婦のために、スタッフは結婚式のために～ 

（上：体調不良の新婦様のために、挙式時間を

短縮し、急遽ガーデンでの進行に変更、 

下：新郎親族方々からの歓迎のメッセージ） 

LITTLE WORLD IN THE MIND（心のなかの小さな世界） 

（左上：シザーハンズをモチーフにした席次表、 

左下：シザーハンズがモチーフのペイントをしたスタッフ、 

右：ティム・バートンの世界観をイメージしたチャペル内の装飾や衣裳） 
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GGoooodd  WWeeddddiinngg  AAwwaarrdd  22001144 開開催催概概要要 

※ブライダル総研「Good Wedding Award 2014」ページより引用、要約 

http://bridal-souken.net/mirai_theme04/gwa2014_01.html 

主催 リクルート ブライダル総研（株式会社リクルートマーケティングパートナーズ） 

後援 （BIA）公益社団法人日本ブライダル文化振興協会、 

（全国 B.M.C.）全国宴会支配人協議会 

協力 （ABC）全米ブライダルコンサルタント協会 

応募資格 ウエディングプランナー 

（ブライダル業界において、実際に挙式・披露宴のプランニング経験のある方） 

※雇用先、フリー等の所属は問わない。 

※参加形式は個人、チームどちらでも構わない。チームの場合は代表者名にて応募。 

応募対象 ご自身が担当者としてプランニングし、過去 1年以内（2013年 4月 1日～2014年 6

月12日）に実際に施行した結婚式の中から、最も心に残り、新郎新婦の想いや要望を

最適なかたちで実現したと思う結婚式 

審査方法 一次予選：書類審査にて代表 8名を選出 

最終審査会：プレゼンテーションにて、審査員による審査を経て各賞を決定 

審査基準 （1）結婚式プランニングの内容 

新郎新婦の想いや要望をどのように解釈・理解し、それを創造性と構成力をもってい

かに実現したのかという点に主眼におき、以下の観点から審査。  

 新郎新婦の想い・要望やその背景の把握力 

 プランニングの創造性・独創性 

 結婚式全体の構成力 

（2）困難を乗り切る力とプランニングに向かう姿勢 

様々な制約がある中で、プランナーとしてどのような想いを持ってどのように乗り越えた

のか、という観点から審査。 

賞 グランプリ（1名）、準グランプリ（1名）、クリエイティブ賞・ソウル賞（最大 3名） 

審査委員長、 

審査員 

（敬称略･50音順） 

田中 巌氏（審査委員長・リクルート ブライダル総研所長） 

石渡雅浩氏（『The Professional Wedding』編集長）、伊藤綾氏（『ゼクシィ』ブランド 

統括編集長）、黒沢祐子氏（Wedding & Party Designer）、高橋利之氏（日本テレビ 

制作局専門局次長／総合演出） 

募集期間 2014年 4月 1日（火）～6月 12日（木）21:00迄 

最終審査結果発表 2014年 8月 5日（火） 

 
 
 

[[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 

  

  

  

  

  

  

http://bridal-souken.net/mirai_theme04/gwa2014_01.html
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[[当当社社施施設設のの一一例例]]  

ププレレジジーールル迎迎賓賓館館（（宮宮崎崎支支店店））概概要要  

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/ 
 

  

伊伊万万里里迎迎賓賓館館・・ララララシシャャンンスス迎迎賓賓館館（（伊伊万万里里支支店店））概概要要  

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/ 
 

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] 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/ 
※2015年 3月 7日開業予定 

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