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2018年 8月 17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 
 

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3名が総合8位などを受賞 

～ 佐世保、伊万里、富山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）、キャナルサイドララシャンス（富山支店）に所属するフォトグラファーが、「ジャパン・ウエディングフォ

ト・グランプリ 2018」で入賞しました。 

 

「ジャパン・ウエディングフォト・グランプリ 2018」について 

第 13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 2018」（6

月 19日・20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位、特別賞として SNS花嫁賞上位 6位、パパママ・キッズフォ

ト賞上位 3位が選出されます。 

 

 

受賞作品の概要  

－総合 8位－ 

受賞者 加地 育子 

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 

「木陰からひょっこり」 

パパとママの幸せそうな様
子を、おめかししたお子さま
が木陰から覗いている１枚
です。どんぐり帽子をかぶ
り、きょとんとした愛くるしい
表情で、じっと両親を見つ
めていました。 
 
木の後ろでは新婦さまのお
母さまにも手伝っていただ
き、まるで１人で立っている
ような写真に。１枚で新郎
新婦さまの幸せな姿とお子
さまのとびっきりの可愛さが
伝わる写真を意識し、撮影
しました。 
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－総合 10位－ 

受賞者 田中 勝太 

所属 伊万里支店：伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館 

受賞作品と
エピソード 

「永遠の輝き」 

 
地元の海水浴場での一
枚。お二人は、インスタ等
で写真をあげている先輩カ
ップル達の画像をみて、婚
約指輪の中に自分たちを
収める写真を希望されてい
ました。 
 
ちょうど日が沈むタイミング
に重なり、太陽の輝きと婚
約指輪の永遠の輝きを一
緒に残したいと場所を移動
して撮影。光り輝くお二人の
未来を照らす最幸の写真
を撮影できました。 
 

 

－パパママ・キッズフォト賞 入賞作品－ 

受賞 第 1位 第 2位 

受賞者 加地 育子 直井 光希 

所属 佐世保支店：ハーバーテラス SASEBO

迎賓館 

富山支店：キャナルサイドララシャンス 

受賞作品と

エピソード 

「自然体の“主役”」 

「私が主役」と書かれたタスキをつけたお子さ

ま。自然と出た大きなあくびに愛くるしさを感じ、

新郎さまも新婦さまも思わず笑顔。ご家族の日

常の幸せを感じる瞬間を撮影しました。 

「ママ綺麗だね」 

結婚式が始まる前のお支度の時間。新婦さまがお子さ

まを抱き寄せ、鏡の前に座らせると急に笑顔に。普段と

は違うママの綺麗な花嫁姿を見てなのか、とびっきりの

笑顔を見せてくれました。ご両親のお子さまに向ける愛

情と、お子さまの想いが読み取れるような、そんな一枚

になりました。 
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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 会場勤務、写真スタジオに勤務、またはフリーで活動する「プロフォトグラファー」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 2018」（6月 19日・20日 東京ビッグサイト開催）に応募作品のみ

を展示し、フェア来場者であるブライダル業界関係者が写真に投票し、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（2週間程度）。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。ミ

キハウス子育て総研が上位作品を選考します。 

募集締切 2018年 5月 18日 

結果発表 「ブライダル産業新聞」2018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 2018」参加要項より抜粋 

https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/2018JWPG.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。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/ 
 

キャナルサイドララシャンス(富山支店)概要 

2005年 10月オープン。親水公園である富山県富岩運河環水
公園のほとりに位置し、9,339平米の広大な敷地の 3 ヵ所すべ
てのバンケットにプール付のプライベートガーデンを備えているた
め、水辺にちなんだ演出やおもてなしができるのが特長です。 
JR北陸本線富山駅より車で 3分 
http://ikk-wed.jp/toyama/    
 

https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/2018JWPG.pdf
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/
http://ikk-wed.jp/geihinkan/
http://ikk-wed.jp/toyama/
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[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 是常 謙治                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（2017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] 2017年 10月期連結売上高 18,172百万円 [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 18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 

アイ・セレモニー株式会社 
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  

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

関西エリア  

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