News Release
2019 年 9 月 9 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7 名が総合 2 位などを受賞
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
る施設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 2019」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 2019」について
第 14 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 2019」
（7 月 30 日・31 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、受賞者が選出されます。

受賞作品の概要
－総合 2 位－
受賞者

原田 航太朗

所属
受賞作品と
エピソード

金沢支店：ララシャンス太陽の丘
「おばあちゃん、ありがとう。」
新郎は同じフォトグラファー
仲間で、普段から熱く、家
族思いの男です。久々に会
う大好きなおばあさまと一
緒の中座にこれまでの感情
を抑えきれずに溢れ出たよ
うです。
結婚式も家族・ゲストへの
感謝の思いがあふれる式
でした。
結婚式の本質ともいえるよ
うな気持ちが伝わる場面を
これからも撮り続けていきた
いと思います。

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

－総合 8 位－
受賞者

黒木 早紀子

所属
受賞作品と
エピソード

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
「本番前」
プランナーから親族を中心と
したアットホームな結婚式だ
と聞いていたので、『家族』を
感じられる写真が撮れたらと
考えていました。
自ら、椅子に腰かける祖父
母に目線を合わせているとこ
ろに新郎さまの優しさが感じ
られます。
狙って撮ったというよりも、偶
然見つけた瞬間でした。この
3 人の被写体は私に気づくこ
となく、会話をしています。

－総合 11 位－
受賞者

築田 雄士

所属
受賞作品と
エピソード

福井支店：ララシャンスベルアミー
「家族の絆」
両家両親によるお手本バイト
のシーンです。両家の和や
かな様子を写真に収めること
が出来ました。
こういった構図を撮れたらと
思い構えていたところ、良い
表情をしたお母さまを逃さ
ず、シャッターを切りました。
今後も結婚式の良さを伝え
られる写真を撮れるよう努力
してまいります。
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－総合 12 位－
受賞者

森田 大貴

所属
受賞作品と
エピソード

岡崎支店：ララシャンス OKAZAKI 迎賓館
「reflection」
式場のガーデンのイルミネー
ションを背景に写真撮影が
出来たらという新郎新婦さま
のご要望に応えました。
光が反射しているかのように
見えるところは、地面ではな
くガラスのテーブルです。
そこにカメラを設置すること
で、映り込んだ光をうまく写
真に収めることができ、幻想
的な写真を撮ることができま
した。

－総合 13 位－
受賞者

髙山 将吾

所属
受賞作品と
エピソード

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
「蒼の架橋」
新郎新婦さまの出身地であ
る、山口県岩国市の錦帯橋
で撮りました。
川の洲から二人を見上げて
撮影しました。朝から曇り空
でしたがこの瞬間だけ晴れ、
夏空になりました。
橋の力強い様子と空の気持
ちよい青さがマッチしていま
す。
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－総合 15 位－
受賞者

藤間 沙良

所属
受賞作品と
エピソード

富山支店：キャナルサイドララシャンス
「素直な想い」
家族を写した写真の中で、
特に思い入れのある作品で
す。挙式中ずっと感情を表
に出さないお父さまでした
が、新婦さまからの手紙に
号泣。
新婦さまと一緒に抱き合
い、喜びやさみしさなど抑え
きれない感情の全てをぶつ
けています。
その高ぶった二人から感じ
た思いをそのままに撮影し
ました。

－パパママ・キッズフォト賞 入賞作品－

受賞

第1位

第3位

受賞者

黒木 早紀子

杉本 華子

所属

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 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

「かぞく」

「孫への愛が溢れた瞬間」

慣れない環境に、ご機嫌がすぐれないお子さ
ま。なるべく自然な笑顔を残すためにポージン
グはつけずに、いつも通りにお子さまをあやしま
しょうと提案し、その様子を撮影しました。
特別な空間の中で、いつも通りの日常を入れ
ることで、自然な家族の風景を撮影することが
できました。

新郎新婦さまのお支度部屋での一コマです。
リハーサルのために新郎新婦さまのお部屋に
来られたお父さまとお母さま。
お孫さんを見るなり笑わせようと必死なお二人
が可愛らしくも愛に溢れた 1 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 2019」（7 月 30 日・31 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 花嫁の投票は別途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。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

2019 年 6 月 28 日

結果発表

「ブライダル産業新聞」2019 年 8 月 21 日号紙上

※「ジャパン・ウェディングフォト・グランプリ 2019」参加要項より抜粋
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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 18 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://www.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://www.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
http://www.ikk-wed.jp/kobe/

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