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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 

国国内内最最大大規規模模ののププロロ対対象象ウウェェ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  

ララララシシャャンンススののフフォォトトググララフファァーー44 名名がが「「金金賞賞」」ななどど受受賞賞  
－－  応応募募総総数数はは過過去去最最高高のの 885566作作品品、、アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイはは 55年年連連続続のの受受賞賞  －－  

  

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
るる施施設設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44 名名がが、、「「ウウェェデディィンンググフフォォトト・・アアワワーードド 22001155」」でで、、ベベスストトシショョッットト部部門門金金賞賞（（22
名名））とと、、ふふるるささととウウェェデディィンンググ特特別別賞賞（（22 名名））をを受受賞賞ししままししたた。。  

「ウェディングフォト・アワード 2015」について 

単写真のベストショット部門と、複数点数組写真によるアルバム・ストーリー部門があり、立木義浩氏（写真
家）、桂由美氏（ブライダルファッションデザイナー）が審査します。 
 
感動的で心あたたまる結婚式の実現には、スタッフの能力や人間性が最も大切です。IKKは、「お客さまの
感動のために、挑戦者として行動する人財（ひと）を評価します」という人事理念を掲げ、フォトグラファーや
ウェディングプランナー、シェフなどスタッフの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。 
 
受賞作品の概要 

賞・作品名 ベストショット部門金賞 「スマイル家族」 

受賞者 杉野 萌恵 

所属 福岡東店：スイート ヴィラ ガーデン 

受賞作品と 

撮影のポイント 

前撮りではウェディングドレスでロケに⾏くほ
ど海が好きなお二⼈。カラードレスもまるで
海のような青色だったので、ドレスを広げて
仰向けになっていただきました。パパとママと
⼀緒にドレスに埋もれるのが楽しいのか、満
⾯の笑みを浮かべるお子さま。撮影してい
る私もつい笑顔になりました。お二⼈にお子
さまの楽しそうな様⼦を伝えると、⾃然と笑
顔が溢れました。仲良し家族三人で海をゆ
らゆらと漂うようなイメージで撮影しました。 

 

賞・作品名 ベストショット部門金賞 「家族団らんのひととき」 

受賞者 平野 詩乃 

所属 佐世保支店：ハーバーテラス SASEBO迎賓館 

受賞作品と 

撮影のポイント 

思い出のお茶屋さんで前撮りをしたいとご希
望されていた新婦さま。お⼆⼈の撮影の様
⼦をそばで優しく微笑みながら⾒守っていら
っしゃるご両親さまとお祖⺟さまの姿を⾒
て、新しい家族となった皆さまの家族写真
を新婦さまの思い出の場所である⽴派なお
茶屋さんで撮影したい！と思い提案しまし
た。皆さまのとっても素敵な笑顔から新しい
ご家族の温かさが伝わってくる⼀枚です。 
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賞・作品名 ふるさとウェディング特別賞 「家族が一つになった瞬間っ！」 

受賞者 門口 絵美 

所属 金沢支店：ララシャンス太陽の丘 

受賞作品と 

撮影のポイント 

前撮りに命を懸けるくらい強い想いがあった
新婦さま。新郎新婦さまだけでなく、「大切な
家族と一緒に思いっきり楽しみたい」とご両親
さまも正装をされて前撮りに望まれました。
正装姿で結婚式当日には撮れないお写真
を新郎新婦家のご両親さまとたくさん残した
いという新郎新婦さまの想いをどうにか形にし
たいと思い、このご両家の仲良く楽しい雰囲
気が伝わるように男性陣に大きなジャンプを
していただきました。 

 

賞・作品名 ふるさとウェディング特別賞 「花嫁舟」 

受賞者 田上 守 

所属 福岡支店：ララシャンス博多の森 

受賞作品と 

撮影のポイント 

福岡県の柳川に古くから伝わる婚礼の儀式
である花嫁舟。新婦さまは、ご実家が柳川
にあり、子どもの頃、花嫁舟にのり祝福され
ている花嫁さまを見て「いつかは私も･･･」と
憧れを抱いておられました。新郎新婦さまを
乗せた花嫁舟が、ゆったりと川を上り、水面
に映る新郎新婦さまの影がとても幻想的に
映り、思い出の地で、新婦さまが子どもの頃
から憧れていた「花嫁船」の夢が叶った一枚
となりました。 

 

応応募募概概要要  ※PHOTONEXT 2015ホームページより引用、要約 http://www.photonext.jp/ 

主催 株式会社プロメディア 

募集対象 単写真のベストショット部門と、複数点数組写真によるアルバム・ストーリー部門 

賞 ベストショット部門 金賞 27点、アルバム・ストーリー部門 金賞 6点、 
ふるさとウェディング特別賞 10点 

メイン審査員 立木義浩氏（写真家）、桂由美氏（ブライダルファッションデザイナー） 
審査基準 ・ 結婚の喜びと幸せ感にあふれ、その感動が豊かに表現されている 

・ 旧来の形式にとらわれず、創造的で新鮮な表現に挑戦して、時代の感性を捉え
共感を与える 

・ 上記の表現を実現するための、総合的で確かな技術力が備わっている 

募集期間 2015年 4月 10日（金）～2015年 5月 15日（金） 
入賞作品発表 6月 2日、3日に、東京ビッグサイトで開催されたフォトグラファーズ&フォトビジネスフェ

ア「PHOTONEXT 2015」で発表、展示 

応募要件 実際の結婚式、結婚記念写真を題材として撮影したもの ほか 
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ススイイーートト  ヴヴィィララ  ガガーーデデンン（（福福岡岡東東店店））施施設設概概要要  

2011年 9月オープン。2,365平米の自然豊かな敷地に建つ
ゲストハウス型婚礼施設です。九州最大級約 50mのバージン
ロードを備えるチャペルや白亜を基調としたバンケットがあり、バ
ンケット内にはオープンキッチンを備えています。また、2014

年 8月より新設したリゾート感あふれるラウンジスペースも魅力
のひとつです。 

福岡県糟屋郡久山町山田 1095-1 / 九州自動車道福岡 IC

より車で 5分。JR篠栗線篠栗駅より車で 10分。 
http://suite-vg.jp/ 

  

  
ハハーーババーーテテララスス SSAASSEEBBOO 迎迎賓賓館館（（佐佐世世保保支支店店））施施設設概概要要  

2013年 11月オープン。複合商業施設「させぼ五番街」内に

出店し、2,761平米で三方大開口のガラス窓を備えたチャペ

ルとオープンキッチンを併設したバンケットを有するゲストハウ

ス型婚礼施設です。チャペルからは、佐世保湾や対岸の自然

を一望できます。また、レストラン・カフェも併設しており、一般

のお客さまもご利用頂けます。 

長崎県佐世保市新港町 4-1 / JR佐世保線佐世保駅港口

出口より徒歩 1分 

http://www.ikk-wed.jp/sasebo/ 

  

  
ララララシシャャンンスス太太陽陽のの丘丘（（金金沢沢支支店店））施施設設概概要要  

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/ 

 
 
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））施施設設概概要要  

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。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 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/ 

 

http://suite-vg.jp/
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/
http://ikk-wed.jp/taiyonooka/
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/
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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 

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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