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アジア最大規模のプロ対象ウェディングフォトコンテストで
ララシャンスのフォトグラファー10 名が「Second Place」等 18 作品受賞
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、代表取締役会長：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10 名 18 作品が、「AsiaWPA2020 International Photography & Videography
Competition 1st half」において、Ceremony & Reception 部門 Second Place 等を受賞しました。

「AsiaWPA2020 International Photography & Videography Competition」について
AsiaWPA2020 International Photography & Videography Competition は、AsiaWPA が主催するプロ
フォトグラファー向けのアジア最大規模のコンベンションで毎年 2 回開催しています。アジアを中心に世界各
地から数千人のプロフォトグラファーが参加します。
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、「私たちはお
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
受賞部門

Ceremony & Reception 部門 Second Place 受賞

受賞者

舛田 大樹 (福岡支店：ララシャンス博多の森)

受賞作品と
エピソード

「triangular center of gravity」
仲良しなご家族を、結婚式の誓
い の シー ン で一 枚 に収 め た 写
真。
幸せの瞬間をきれいに残すこと
ができて嬉しく思います。仲良く
してくださった新郎新婦さまとご
家族の方々に感謝です。

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

受賞部門

Emotion 部門 Second Place 受賞

受賞者

井上 大地 (富山支店：キャナルサイドララシャンス)
「Dedicate to my mother」
新郎さまが中座の相手に選ばれた
のはお母さま。涙する新郎さまの感
情が鏡に写った瞬間を撮影しまし
た。

受賞作品と
エピソード

受賞部門

Getting Ready & Bride Pick-up 部門 Third Place 受賞

受賞者

前田 美菜実 (岡崎支店：ララシャンス OKAZAKI 迎賓館)

受賞作品と
エピソード

「Hope」
ご自宅でのお支度を希望された新
婦さま。小さい頃からおばあさまに花
嫁さんは真っ白な白無垢を着て出
ていく風習があると教えて頂き、ずっ
と夢だった自宅着付。
最後のお仕上げはおばあさまにして
いただきました。対面した瞬間お互
いに涙が溢れ、「行ってらっしゃい」
がうれしいような、さみしいような、そ
んな空間を映した一枚です。

受賞部門

Emotion 部門 Third Place 受賞

受賞者

黒木 絢貴 (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

「Yay!」
新婦さまからのブーケトスでの
ワンシーン。ブーケをキャッチ
したのは新郎さまの姪っ子さ
ん！全身から喜びが溢れ出し、
会場が沸いたその瞬間を収める
ことできました。これからも心
揺さぶられるような感情や想い
に溢れた写真を残していきま
す。
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受賞部門

Bride & Groom Together (creative) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

原田 航太朗 (金沢支店：ララシャンス太陽の丘)

受賞作品と
エピソード

「musichall」
お二人の出会いはオーケストラ。
石川県でオーケストラも催される音楽堂での撮影
でした。事前に見学をさせていただき、音楽堂の壮
大なスケール感を表現するためにイメージを膨らま
せ撮影に入りました。音楽で出会った二人だからこ
そ残せた特別な一枚です。

受賞部門

Bride & Groom Together (creative) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

原田 航太朗 (金沢支店：ララシャンス太陽の丘)

受賞作品と
エピソード

「a place of memories」
お二人の出会いの場所でもある石川県立音楽堂での撮影でした。普段は立たない、客席
側の壮大なスケール感もとても印象的だったので、「出会い」をイメージして撮影した一枚
です。素晴らしい評価をいただけて光栄です。

受賞部門

Bride & Groom Together (creative) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

富岡 秀一 (福井支店：ララシャンスベルアミー福井)

受賞作品と
エピソード

「Flying veil」
旅がテーマのお二人でした。旅とい
えば移動、移動に伴う困難を二人で
乗り越えていくと言うコンセプトで
撮影しました。旅のテーマに沿う小
物として旅行鞄を白く塗って頂きご
持参頂きました。ベールを風に舞わ
せドレスをなびかせる所が一番の課
題でしたがプランナーと衣装スタッ
フの協力の元、イメージに沿う一枚
に仕上げることに成功しました。
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受賞部門

Bride & Groom Together (creative) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

石井 成裕 (広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館)

受賞作品と
エピソード

「secret」

受賞部門
受賞者
受賞作品と
エピソード

Bride or Groom Single (Creative） 部門 Excellence Award 受賞
原田 航太朗 (金沢支店：ララシャンス太陽の丘)

受賞部門

Bride or Groom Single (Creative） 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

井上 大地 (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

後ろからストロボを発光させることで、番傘にシルエッ
トと水辺にお二人の反射が映るように撮影いたしまし
た。素晴らしい評価をいただけて光栄です。

「hanayome-noren」
石川県の伝統で代々受け継が
れていく「花嫁のれん」
。おば
あさま、お母さまも結婚式で
使用された想い入れのある
「花嫁のれん」を丁寧に力強
く撮影させていただきまし
た。ご家族で喜んでいただけ
た特別な一枚です。

「Bright future」
このような状況下でも未来は明るく
照らされるというメッセージを込めラ
イティングとポージングを工夫しまし
た。素晴らしい評価をいただけて光
栄です。
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受賞部門

Bride & Groom Together (Original) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

井上 大地 (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

「Steadfastness」
富山で人気のロケーションスポット。そ
の壮大さの中に被写体である新郎新
婦さまに目がいくようライティングを工
夫しました。

受賞部門

Ceremony & Reception 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

田中 勝太 (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

「Selfie」
スマホで写真を撮影する時代に、
何十年たったとしても当時のこと
を思い出せる一枚を撮影すること
ができました。ゲストが主役で、
新郎様新婦さまが思わず笑ってし
まうような一枚をこれからも撮影
致します。

受賞部門

Ceremony & Reception 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

井上 大地 (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

「One team」
新郎新婦さまのご友人たちが余興で
結婚式を盛り上げる様子を臨場感と
躍動感で表現し撮影しました。
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受賞部門

Getting Ready & Bride Pick-up 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

黒木 早紀子 (広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館)

受賞作品と
エピソード

「Beni sashi」
子から母へいたずら紅差しのシーン。
母から子への紅差しをして頂いた後
に、新婦さまからお母さまにもしてあ
げませんか？と提案し撮影をした１
枚です。照れつつも嬉し笑いが止ま
らないお二人。緊張も忘れて、大爆
笑。最高に素敵な時間でした。

受賞部門

Emotion 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

黒木 早紀子 (広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館)

受賞作品と
エピソード

「I love you」
挙式が終わった後に、お父さんだ
いすき！のハグ。普段は中々伝え
られない想いや行動も、結婚式と
いう特別な空間の中で実現でき
た一枚。一瞬が一生の思い出にな
るような、そんな写真を残してい
きます。

受賞部門

Emotion 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

原田 航太朗 (金沢支店：ララシャンス太陽の丘)

受賞作品と
エピソード

「me?」
披露宴中の新婦さまからのブーケ
プルズでのワンシーンです。喜び
が最大に達した瞬間は誰もが最高
に素敵な表情になります。結婚式
は一瞬一瞬が目を離せない大切な
瞬間です。
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受賞部門

Emotion 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

田中 勝太 (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

「Great family」
たまたま帰省されていた新婦
さま、結婚式はまだまだ先で
すが余命間もないお祖父さま
にドレスの姿を見せたいとの
思いでサプライズ。お祖父さ
まに対するご家族の愛情、絆
を表した一枚。

受賞部門

Bride & Groom Together (creative) 部門 Excellence Award 受賞

受賞者

築田 雄士 (福井支店：ララシャンスベルアミー福井)

Asia WPA2020 HP https://asiawpa.com/
受賞作品 https://contest.asiawpa.com/

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。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-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 福島 大地
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

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（2019 年 10 月 31 日現在）
[代表者] 代表取締役会長 CEO 金子和斗志
[売上高] 2019 年 10 月期連結売上高 20,189 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、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 2 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
[富山] キャナルサイドララシャンス
http://www.ikk-wed.jp/toyama/

[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/

[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/

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

中国・四国エリア

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

グループ会社

[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
https://www.ikk-wed.jp/kobe/

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

[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/

関東エリア

[東京] ララシャンスガーデン東京ベイ
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU https://www.ikk-wed.jp/tokyo/
INDONESIA
http://ikkwedding.co.id/
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