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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 
 

国内有数のウェディングフォトコンテストで、 

アイ・ケイ・ケイのフォトグラファー5名が総合5位などを受賞 

～ 佐世保、伊万里、福岡、金沢の所属フォトグラファー ～ 

 

ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、九州地方をはじめ全国に展開するアイ・ケイ・ケイ株式会社（本

社：佐賀県伊万里市、本部：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：金子和斗志、以下 IKK）が運営す

るハーバーテラス SASEBO迎賓館（佐世保支店）、ならびに伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館（伊万里

支店）、ララシャンス博多の森（福岡支店）、ララシャンス太陽の丘（金沢支店）に所属するフォトグラファー

が、「ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 2017」で入賞しました。 

 

「ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 2017」について 

第 12回となる当コンテストは、ウェディングフォトグラファーやフリーで活動する「プロカメラマン」の方を対象

として、株式会社ブライダル産業新聞社主催で行われております。審査は「ブライダル産業フェア 2017」（6

月 20日・21日 東京ビッグサイトにて開催）に来場したブライダル業界の関係者の方が「結婚式のすばらし

さ」を感じた作品に投票し、得票数上位 20名の作品が選出されます。 

また、今回より、特別賞として SNS花嫁が選ぶフォト賞とパパママ・キッズフォト賞が新設されました。 

 

 

受賞作品の概要  

－総合 5位およびパパママ・キッズフォト賞 優秀作－ 

受賞者 井上 大地 

所属 佐世保支店：ハーバーテラス SASEBO迎賓館 

受賞作品と
エピソード 

「小さなジェントルマン」 
 
披露宴もお開きに近づ
き、新婦さまが手紙を読
む場面。感極まって涙す
る新婦さまに、ゲストのお
子さまが心配そうにハン
カチを渡すシーンを撮
影。 
 
お子さまがハンカチを受
け取る瞬間が目に入り、
この写真のイメージがで
きました。お二人の真横
に移動し、二人の表情は
あえて写さず、見る人の
想像力をかき立てまし
た。 
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－パパママ・キッズフォト賞 入賞作品－ 

受賞者 田中 勝太 橋爪 千加子 

所属 伊万里支店：伊万里迎賓館・ララシャン

ス迎賓館 

福岡支店：ララシャンス博多の森 

受賞作品と

エピソード 

「もう一人の主役はまだ夢の中」 

 

 

 

 

 

まだ夢の中のご子息。時間が迫り急いで新郎さ

まがお着付けする様子を新婦さまとスタッフが

見守ります。結婚式を迎える二人といつもと変

わらないご子息の対称的な様子。いつもと変わ

らない幸せな家族の姿に心が和むひとときでし

た。 

「family」 

 

 

 

 

 

初めに新郎新婦さまお二人での写真を撮影していたとこ

ろ、その姿を見た元気いっぱいのお子さまたちは、すぐに

パパとママのところに駆け寄り、自然とこのポーズをとって

くれました。お兄ちゃんと新郎さま、弟くんと新婦さまの表

情やポーズがリンクしていて、温かな家族の絆が感じる

写真となりました。 

 

受賞者 平野 詩乃 安保 貴子 

所属 佐世保支店：ハーバーテラス SASEBO

迎賓館 

金沢支店：ララシャンス太陽の丘 

受賞作品と

エピソード 

「母娘のぬくもり」 

 

 

 

 

 

 

人見知りをした様子で、撮影中あまり笑顔を見

せてくれなかったお子さま。新婦さまに抱き寄

せられた瞬間は、安心したのか満面の笑みに。

ベールの中に、母親のあたたかいぬくもりと、沢

山の愛情を受けているお子さまの様子を感じる

一枚になりました。 

「特等席」 

 

 

 

 

 

 

前撮りから撮影させていただいたご家族で、とても元気で

自由なお子さまでした。挙式当日、説教台の前に着いた

パパとママに近づこうと、座っていたイスから 1番の特等

席に移動。いつもと違うパパとママの姿を眺めていまし

た。厳かな様子の新郎新婦さまと、いつもと変わらない

お子さまを一枚におさめました。 
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応募要項 

主催 株式会社ブライダル産業新聞社 

応募資格 写真スタジオに勤務、またはフリーで活動する「プロカメラマン」の方。 

年齢・性別・国籍は問いません。 

作品規定 結婚式の 1シーンを写した写真。（出品は 1人 5点まで）  

審査方法 「ブライダル産業フェア 2017」（6月 20日・21日 東京ビッグサイト開催）に応募作品を展

示し、フェア来場者であるブライダル業界関係者が「結婚式のすばらしさ」を感じた写真に投

票し、その得票数で順位を決定します。 

※SNS花嫁の投票は 7月 1日～専用アカウントを作ります。いいね！数で上位作品を決

定。 

※応募作の中で子供が結婚式に参加している写真がパパママ・キッズフォト賞の対象です。 

募集締切 2017年 5月 19日 

結果発表 「ブライダル産業新聞」2017年 8月 1日､11日合併号紙上 

※「ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 2017」参加要項より抜粋 

http://bridalnews.co.jp/JWPGura.pdf 
 
ハーバーテラス SASEBO迎賓館（佐世保支店）概要 
2013年 11月オープン。複合商業施設「させぼ五番街」内に 1

つの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。でチャペルは、三方大開口のガラス

窓を備え、佐世保湾や対岸の自然を一望できます。敷地面積は

2,761平米。 

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/ 
 

伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館（伊万里支店）概要 

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/ 
 

ララシャンス博多の森（福岡支店）概要 

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://bridalnews.co.jp/JWPGura.pdf
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/
http://ikk-wed.jp/geihinkan/
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/
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ララシャンス太陽の丘（金沢支店）概要 

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/ 
 
 

[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号 

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/ 

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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