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2017年 6月 16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 

広広島島東東洋洋カカーーププととココララボボレレーーシショョンン『『ここいいののわわ』』ププロロジジェェククトト協協賛賛企企画画  

アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ、、カカーーププ女女子子ププロロデデュューーススのの「「ここいいののわわカカーーププウウエエデディィンンググ」」にに協協力力  

--  結結婚婚をを考考ええるるききっっかかけけをを創創出出、、結結婚婚をを希希望望すするる独独身身男男女女ををププロロモモーーシショョンン  --  

  
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、、広広島島
東東洋洋カカーーププととココララボボししたた「「カカーーププ婚婚」」をを広広島島県県広広島島市市ママツツダダススタタジジアアムム横横にに運運営営すするる「「ララララシシャャンンスス
HHIIRROOSSHHIIMMAA 迎迎賓賓館館」」ににおおいいてて提提供供ししてていいまますす。。広広島島県県子子育育てて・・少少子子対対策策課課がが実実施施すするる結結婚婚をを希希望望すするる
若若者者をを応応援援すするる「「みみんんななででおおせせっっかかいい『『ここいいののわわ』』ププロロジジェェククトト」」がが企企画画すするる「「結結婚婚をを考考ええるるききっっかかけけ」」ととななるる啓啓
発発ププロロモモーーシショョンン活活動動にに協協賛賛しし、、「「ここいいののわわ挙挙式式」」ををカカーーププ女女子子とと共共ににププロロデデュューーススししまますす。。  
 

『こいのわ』プロジェクトの概要 

『こいのわ』プロジェクトは、広島県子育て・少子化対策化が企画運営する、結婚を 
希望する若者を応援するプロジェクトです。「ステキなプロポーズを みんなでおせっ
かい！」をキャッチフレーズに結婚を希望する独身男女（主に交際中の方）を対象と
し、プロモーションを実施しています。 
 
主な事業展開 
 事業 内容 

1 結婚ポジティブキャンペーン 
ポスター、ちらし、WEB、テレビ CM、街頭ビジョン等を活用した
広報 

2 こいのわアプリ配信 
デートで使えるこいのわクーポン配信、おすすめデートスポットの
紹介等の情報発信アプリの配信 

3 
愛が深まるイベントにペアでご招待 
※要アプリからの申込 

7/11カープ deデート 
8月 恋愛映画 deデート 
9月以降も愛が深まるイベントを計画  

4 
成婚記念プレゼント 
※要アプリからの申込 

平成 29年度にプロポーズ又は成婚したカップルにプレゼント 
・カープコラボ記念品（ルームウェア、エプロン等）（50組程度） 
・・カカーーププ女女子子ププロロデデュューースス「「ここいいののわわカカーーププウウエエデディィンンググ」」（（11 組組））  
※※ププレレゼゼンントトはは挙挙式式ののみみ  

5 こいのわWebサイトリニューアル 
プロポーズ動画や画像、結婚に関するQ&A、映画最新情報等
を掲載 

※詳細はこいのわWebサイトをご参照ください（http://koinowa.jp/） 
 
アイ･ケイ･ケイ×こいのわ PROJECT 

ララシャンスHIROSHIMA迎賓館は、こいのわPROJECTの企画趣旨に賛同し、以下のような取組を実施
します。 
 

①カープ女子がプロデュースする「こいのわカープウエディング」１組プレゼント 
   

カープ女子がプロデュースしたオリジナル挙式をプレゼント、 
サプライズゲストも登場するかも！？ 
 
■こいのわカープウエディングに含まれるもの 
「挙式、会場、控室」、「新郎新婦の衣裳（着付け・ヘアメイク含む）」、 
「ブーケ、フラワーシャワー」 

 
※詳細は打合せを行いながら決めていきます。 

※披露宴をされる場合は、披露宴に係る費用は自己負担となります。 

 

http://koinowa.jp/
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②結婚を希望する若者を応援、「プロポーズ大作戦」 
  

結婚を希望する男女からのご相談をウェディングプランナーがお受けします。
おふたりが好きな映画のワンシーンをモチーフに演出したり、誕生日にあわせ
て実施したり、色々なサプライズ演出をプランナーと一緒に考えます。 

 

「プロポーズ大作戦」キャンペーンの概要 

募集開始 2017年 6月 17日（土） 

実施期間 2017年 8月 31日（木） 

実施内容 
当施設のチャペル、バンケットやガーデン、またマツダスタジアム前でのプロポーズ等を
事前の打ち合わせに基いて無償で支援します。 

対象 プロポーズをご検討されている方 

申込方法 0120-082-188 に「プロポーズのご相談」でお電話された旨、お申し出ください。 

 

 

アイ･ケイ･ケイ×広島東洋カープWEDDING 

ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館は、マツダ スタジアムを本拠地とする広島東洋カープのスポンサーです。
一体となって「共に街を盛り上げる」という想いから、”カープウェディング”が誕生しました。カープファンには
嬉しいオリジナルアイテムで大切な一日を彩ります。 
 
カープWeddingの一例 
 
 
 

 

 

 

 

 

カープ坊やの席札                    スライリーのウェルカムボード             マツダスタジアム前での前撮り撮影 

  

ララララシシャャンンスス HHIIRROOSSHHIIMMAA 迎迎賓賓館館（（広広島島支支店店））概概要要  

2015年 3月オープン。広島東洋カープの本拠地「マツダ 

スタジアム」に隣接。7,464平米の敷地に１つのチャペルと１つの

バンケット、レストランを備える他、バーも併設している。県内で唯

一、カープとコラボしたウェディングアイテムを提供していることも

特長。 

広島県広島市南区西蟹屋3-18-2 / J R広島駅南口より徒歩 8
分 
http://ikk-web.jp/hiroshima/ 
 

 

 

 

 

http://ikk-wed.jp/hiroshima/
http://ikk-wed.jp/hiroshima/
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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 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] 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、「幸せと感動のために」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/ 

関西エリア ※2017年 12月開業予定 

[大阪] キャッスルガーデン OSAKA 
http://ikk-wed.jp/osaka/ 
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