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2017年 3月 7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 

アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ、、『『働働ききががいいののああるる』』ホホワワイイトト企企業業ラランンキキンンググでで第第 1133 位位にに選選出出  

--  残残業業 4400時時間間未未満満、、2200代代がが選選ぶぶ働働ききががいいののああるる企企業業のの中中でで選選抜抜  --  

  
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））はは、、就就職職・・
転転職職ののたためめのの企企業業リリササーーチチササイイトト「「VVoorrkkeerrss」」がが発発表表ししたた「「『『働働ききががいいののああるる』』ホホワワイイトト企企業業ラランンキキンンググ」」ににおおいいてて、、
第第 1133 位位にに選選出出さされれままししたた。。  
 

『働きがいのある』ホワイト企業ランキング概要 

株式会社ヴォーカーズが、働きがい向上のために、個人・企業・社会などの視点から働きがいについて調
査・リサーチを行うことを目的として、2014年 3月からスタートした「働きがい研究所」の調査レポートの一環
で発表されたランキングです。 
 
就活生向け『働きがいのある』ホワイト企業ランキング 

順位 社名 
20代 

総合評価 
順位 社名 

20代 
総合評価 

1位 三菱地所株式会社 3.88 11位 東京消防庁 3.70 
2位 Sky株式会社 3.87 12位 ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 3.68 
3位 理想科学工業株式会社 3.85 13位 アイ･ケイ･ケイ株式会社 3.67 
4位 ユニリーバ・ジャパン株式会社 3.83 14位 神奈川県警察 3.66 
5位 株式会社エス・エム・エス 3.82 15位 ギャップジャパン株式会社 3.66 
6位 特許庁 3.81 16位 アボット ジャパン株式会社 3.66 
7位 日本ﾃｷｻｽｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ株式会社 3.78 17位 株式会社山陰合同銀行 3.64 
8位 薬樹株式会社 3.77 18位 アサヒビール株式会社 3.64 
9位 第一三共株式会社 3.75 19位 株式会社ミリアルリゾートホテルズ 3.63 

10位 トヨタ自動車株式会社 3.70 20位 株式会社ネクスト 3.63 
（レポート回答数：18,822件） 

※20代新卒入社社員（在籍時）によるレポートに限定して集計。 

※レポートが 5件以上かつ月間平均残業時間が 40時間未満の企業 1,037社が対象。 

※ランキングは小数点第 5位までの集計結果。 

※調査結果の詳細につきましては株式会社ヴォーカーズWEBサイト（https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_34）を 
ご参照下さい。 

 

IKKの企業風土  

当社グループは、経営理念の浸透・実践・実行を軸とした人財の育成により“良い社風”の形成に努め、以
下のような取組を行っています。 
 

■評価制度 

人事評価基準は、「挑戦者として行動する人財を高く評価する」として、結果に
とらわれず、挑戦というプロセスを重要視しています。24歳で支店を統括する支
配人や、26歳で 200人以上の部下を持つ総支配人に抜擢するなど、年功序列
ではない、理念を軸とした評価制度を実践しています。 

 
 
■ファミリーパーティー 

年に 1度、毎年全支店でスタッフの家族を招き、感謝を伝えるファミリーパーテ
ィーを開催しております。このイベントは婚礼施設がまだ 1店舗だった平成 4年か
らスタートしています。 

https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_34
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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））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。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    広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー 

経営管理部 武曽 裕之    柴田 惠津子 

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 

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（2016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] 2016年 10月期連結売上高 17,911百万円 [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、グループ会社 3社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九州エリア 

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

[福岡] スイート ヴィラ ガーデン 
http://ikk-wed.jp/svg/ 

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

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

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

[宮崎] プレジール迎賓館 
http://www.ikk-wed.jp/ps/ 

 

 

 

 

東北エリア 

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

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

 
北陸エリア 

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

[富山] キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス 
http://ikk-wed.jp/lachance/ 

[石川] ララシャンス太陽の丘 
http://www.ikk-wed.jp/taiyonooka/ 

[福井] ララシャンスベルアミー 
http://www.ikk-wed.jp/fukui/ 

グループ会社 

株式会社極楽 
http://www.4400.jp/ 

アイケア株式会社 
http://icare-grp.jp/ 

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 
http://ikkwedding.co.id/ 

 

中国・四国エリア 

[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-wed.jp/kouchi/ 

東海エリア ※2017年 10月開業予定 

[愛知] ララシャンス OKAZAKI迎賓館 
http://ikk-wed.jp/okazaki/ 
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