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佐賀県伊万里市新天町 722-5 
報道関係各位 

「「第第 11 回回ああななたたとと創創るるドドレレススココンンテテスストト 22001122」」のの受受賞賞者者をを発発表表。。上上位位 33
作作品品ののウウェェデディィンンググドドレレスス商商品品化化をを決決定定  

－－  応応募募者者 660088 人人のの頂頂点点はは、、京京都都市市のの 2200 代代のの女女性性  －－  
－－  1100 月月よよりり、、ララララシシャャンンススののオオリリジジナナルルドドレレススラライインンナナッッププにに追追加加  －－  

  
  
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））はは、、「「第第 11 回回ああななたたとと創創るるドドレレススココ
ンンテテスストト 22001122」」のの授授賞賞式式をを 33 月月 2222 日日にに開開催催しし、、「「IIKKKK 賞賞」」「「ベベスストトデデザザイインン賞賞」」「「優優秀秀賞賞」」のの上上位位 33 賞賞とと佳佳作作
3300 作作品品をを発発表表ししままししたた。。上上位位 33 賞賞のの作作品品はは、、ララララシシャャンンススのの衣衣裳裳室室「「ヴヴュュ・・パパリリ」」ののオオリリジジナナルルウウェェデディィンンググドドレレ
ススののラライインンナナッッププにに追追加加しし、、1100 月月よよりり販販売売をを開開始始すするる予予定定でですす。。  
  
ココンンテテスストト概概要要とと実実施施目目的的  

本コンテストは、“未来の花嫁”である高校生・専門学校生・大学生・社会人を対象に、着てみたいウェディ
ングドレスのデザインを、2011 年 11 月 1 日から本年 1 月 20 日までの期間、IKK の支店がある九州・北陸・
四国・東北エリアを中心に募集しました。デザインテーマは「永遠」。応募人数は 608 人でした。デザイン画
などの第一次選考を経て、3 月 1 日に 33 人の受賞候補者を IKK ホームページで発表し、3 月 22 日にラ
ラシャンス博多の森（福岡支店）で授賞式を開催しました。当日は福岡、佐賀、福井県など 12 都府県から
受賞候補者 21 人が参列しました。 

IKK は、経営の基本方針に「地域社会への貢献」を掲げ、地域の人“財”育成・確保を目指したコンテストを
積極的に実施しており、本コンテストもこの一環として、地元の「若きデザイナーの卵」の飛躍を願い企画しま
した。同様の取り組みとして、九州エリア※のシェフ・パティシエ志望の学生に向けた披露宴料理のコンテスト
「第 1 回料理甲子園」を実施し、4 月から募集を開始する予定です。 ※支店がある福岡・佐賀・大分・宮崎県 
 
受受賞賞作作品品とと評評価価ポポイインントト  

グランプリにあたる「IKK 賞」は、京都市西京区の岡﨑彩子さん
（24 歳）が獲得し、賞金 50 万円とデザインに沿って制作したウェ
ディングドレスを贈呈しました。最終審査では、「永遠の恋」が花
言葉のストックの花をあしらい、自然との調和を大切にしたララシ
ャンスの施設イメージにもふさわしいデザイン性が高く評価されま
した。岡﨑さんは受賞にあたり、「1 位に選ばれて、驚いたと同時
にとてもうれしい。自分がデザインしたドレスが制作され喜びでい
っぱいです。ゆくゆくは自分もこのドレスを着て、今日の授賞式の
ような感動的な披露宴を挙げたい。」と語りました。 

準グランプリにあたる「ベストデザイン賞」には、京都市下京区の
中川優子さん（31 歳）を、第 3 位にあたる「優秀賞」には、福岡
市中央区の専門学校生・菅原奈津美さん（20 歳）を選考し、そ
れぞれ賞金 10 万円・5 万円とウェディングドレスを贈呈しました。
評価ポイントは、中川さんが「ラインストーンやビーズを使用して、
点字で永遠のメッセージを表したユニバーサルなデザイン性」、
菅原さんが「デザインテーマの『永遠』を、女性が抱くカワイイへの
憧れと捉えた発想の独創性と、ワンピース型のミニドレスのトレンド IKK 賞 
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感」でした。なお、受賞 3 作品は、 
http://vieuxparis.jp/dresscontest2012/ 
でご覧いただけます。 

審査を担当した IKK 衣裳部の責任者で取
締役の金子晴美は、授賞にあたって次のよ
うに述べています。「想定を超える多数の応
募をいただき、応募者の方に感謝申し上げ
ます。ハイレベルの秀作ぞろいで、入賞した
33 作品は優劣がつけがたく、選考はとても
難航しました。惜しくも選外となった方には、
次のコンテストも引き続いて応募いただけま
すと幸いです。」 
 
 
ココンンテテスストト募募集集概概要要  

名称 第 1 回 あなたと創るドレスコンテスト 2012
URL http://vieuxparis.jp/dresscontest2012/ 
デザインテーマ 永遠 
作品について 当社会場（ララシャンス）をイメージし、テーマに沿ったデザインであること。実際に着用

可能なデザインであること 
応募資格 高校生以上の男女 ※プロ、およびすでにデザイン事務所を主宰している方、市場に

自分のコレクションを発表している方は除く 
募集開始 2011 年 11 月 1 日 
募集締切 2012 年 1 月 20 日（当日消印有効） 
応募方法 1）プロフィールシート、2）デザイン画、3）ハンガーイラスト をセットで、1 月 20 日まで

に、当社福岡本部ドレスコンテスト事務局に郵送 ※1）は、コンテスト URL よりダウンロ
ード 

 
IIKKKK のの衣衣裳裳室室「「ヴヴュュ・・パパリリ（（VViieeuuxx  PPaarriiss））」」ににつついいてて  

コンセプトは、「感動のドレスに出逢える場所」。オリジナルドレ
スからブランドドレスまで、多彩なデザインのドレスを取り揃える
ほか、お客さまのイメージをお伺いし、ドレス、アクセサリー、ヘ
アスタイルなどを、トータルコーディネートすることで、「憧れの
花嫁」を提案しています。 

ウェディングドレスは、新婦さまのサイズにあわせてお作りするセミオーダータイプで、挙式後は新婦さまに差
し上げています。 
 
 
 
[[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 経営企画部 森田康寛 
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031 ・ info-ikk@ikk-grp.jp 
〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5 

または 

株式会社ブレインズ・カンパニー（アイ・ケイ・ケイ株式会社広報代理） 岡本尚子・水浦琢也 
Tel.03-3496-1091 ・ Fax.03-3496-2216 ・ ikk@pjbc.co.jp 
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 2-9 カスヤビル 1F 

（左）ベストデザイン賞 （右）優秀賞 
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当当社社施施設設のの一一例例：：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。15,563 平米の広大な敷地に建つゲス

トハウス型婚礼施設。木とガラスのチャペルと白亜のチャペル、

タイプの異なる 3 つのバンケットを備えます。 
独立型教会、天使の羽舞う「木とガラスの教会」、全会場へのオ

ープンキッチン完備が特長。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

10 分。福岡都市高速出口より車で約 15 分 

http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/ ] 
 
 
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 2 部、大証 JASDAQ 
[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] 336,568 千円（2011 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] 2011 年 10 月期 連結売上高 12,148 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 
[経営方針] 
IKK は、「お客さまの感動のために！」という信念のもと、お客様の感動づくりを通して社会に貢献することに 
より、地域社会になくてはならない企業となることを経営の基本方針としております 
 
[事業所] ゲストハウス型婚礼施設 13 ヵ所、関連会社 2 社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

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/ 

[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/ 

[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/ 

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  

スイートヴィラガーデン株式会社 
http://suite-vg.jp/ 

株式会社極楽 
http://www.4400.jp/ 

四四国国エエリリアア 
[高知] ララシャンス迎賓館 
http://www.ikk-grp.jp/kouchi/ 


