News Release
2019 年 7 月 2 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

国内最大規模のプロ対象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7 名が「金賞」などを受賞
－ 応募総数は 889 作品、アイ・ケイ・ケイは 9 年連続の受賞 －
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、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）が運営する施設に所属する
フォトグラファー7 名が、「ウェディングフォト・アワード 2019」で、ベストショット部門金賞、ふるさとウェディング
特別賞を受賞しました。

「ウェディングフォト・アワード 2019」について
「ウェディングフォト・アワード」は、結婚式の記念撮影に携わるプロのフォトグラファーによる日本で最大規模
のウェディングフォトコンテストです。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
幸せと感動のために、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

ベストショット部門 金賞

受賞者

井上 大地

所属
受賞作品

富山支店：キャナルサイドララシャンス

作品名とエピソード

「いい日」
家族で笑って過ごす「いい日」のキッカケを撮りたいと思い、ご家族の皆さまにも
ご協力頂き、実家だからこそ撮れる温かい写真を撮影しました。これからも家族
の繋がりを撮影していきたいと思います。

http://www.ikk-grp.jp/

賞

ベストショット部門 金賞

受賞者

持田 輔

所属
受賞作品

大分支店：ララシャンス迎賓館

作品名とエピソード

「おじいちゃんへ報告」
新婦さまのご実家に結婚のご報告に行った場面を撮影しました。和装を着込んだ
新婦さまの姿を見て、おじいさまが新婦さまの成長を感じられたとともに幸せを願
う瞬間を形にしました。

賞

ベストショット部門 金賞

受賞者

中村 宙翔

所属
受賞作品

盛岡支店：ララシャンスベルアミー

作品名とエピソード

「笑う門には福来たる」
新婦さまが育った実家に、昔から飾ってある七福神のお面がありました。そこでお
祝い事と重ねてお二人にお面の真似して頂いた写真です。これからもお二人に
寄り添った写真を撮ってまいります。
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賞
受賞者
所属

ベストショット部門 金賞
築田 雄士
福井支店：ララシャンスベルアミー
「静寂」

受賞作品
作品名とエピソード

雨が続いた福井で久しぶりに晴れ
た日だということもあり、お花見をす
る人でとても賑わってました。
そんな賑わいのすぐ隣に静かに佇
む桜と林を見つけ、撮影しました。
風も味方をし、幻想的な桜吹雪も
収めることができました。

賞

ベストショット部門 金賞

受賞者

安保 貴子

所属
受賞作品・
作品名とエピソード

高知支店：ララシャンス迎賓館
「満開」
お打ち合わせの時から桜を背景に
撮りたいとご要望を頂いていたお二
人。撮影当日は見事に満開の日。
お天気も桜もお二人を祝福するか
のような日で、桜と一緒にお二人の
笑顔も満開になりました。
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賞

ベストショット部門 金賞

受賞者

福泉 はるか

所属
受賞作品

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館

作品名とエピソード

「待ってました！」
新郎新婦さまを今か今かと待ち構えていた親御さまの喜びの瞬間を捉えました。
お二人だけでなく親御さまにとっても結婚式はワクワクするものでありたいです。

賞

ふるさとウェディング 特別賞

受賞者

髙山 将吾

所属
受賞作品

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館

作品名とエピソード

「私たちの故郷」
山口県岩国市の錦帯橋で撮影しました。新郎新婦さまの生まれ育った地元の名
所で、思い出に残る写真を残したいと考えていました。前日の天気予報では曇りと
いう事でしたが、青空が広がった瞬間を狙い、楽しそうなお二人の写真を残すこと
ができました。
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「ウェディングフォト・アワード 2019」 応募概要
主催

株式会社プロメディア

募集対象

・ 結婚式の撮影に携わっているプロフェッショナル・フォトグラファーが対象
・ 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 ベストショット賞 金賞 30 点
・ふるさとウェディング特別賞 10 点
・アルバム・ストーリー部門 アルバムストーリー賞 金賞 10 点
審査状況によって上記の金賞点数が多少増減することがある。

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

2019 年 4 月 1 日（月）～2019 年 5 月 10 日（金）

入賞作品発表

6 月 18 日、19 日に、パシフィコ横浜で開催された「PHOTONEXT 2019」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

当社施設の一例：ララシャンス博多の森（福岡支店）施設概要
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。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/
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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
経営管理部 東嶋 哲大
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5

広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー
小薗 麻里
Tel.03-3568-3844 ・ Fax.03-3568-3838
ikk@pjbc.co.jp
〒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（2018 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] 2018 年 10 月期連結売上高 20,009 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、「お客さまの幸せと感動のために」という経営理念のもと、お客さまの幸せと感動
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 17 か所、グループ会社 3 社
九州エリア

東北エリア

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

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

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

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

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

北陸エリア

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

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

[長崎] ハーバーテラス SASEBO迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

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

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

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

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

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

東海エリア

中国・四国エリア

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

グループ会社

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

関西エリア

アイ・セレモニー株式会社
http://www.4400.jp/

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

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

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

[神戸] ララシャンス KOBE (2019 年 7 月オープン)
http://ikk-wed.jp/kobe/

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