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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 

米米国国最最大大規規模模ののププロロフフォォトトググララフファァーー対対象象ウウェェデディィンンググフフォォトトココンンテテスストトでで  
ララララシシャャンンススののフフォォトトググララフファァーー22 名名がが『『SSiillvveerr  AAwwaarrdd』』をを受受賞賞  

  
ゲゲスストトハハウウスス型型婚婚礼礼施施設設「「ララララシシャャンンスス」」をを、、全全国国にに展展開開すするるアアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ株株式式会会社社（（本本社社：：佐佐賀賀県県伊伊万万里里
市市、、本本部部：：福福岡岡県県糟糟屋屋郡郡志志免免町町、、代代表表取取締締役役会会長長：：金金子子和和斗斗志志、、以以下下 IIKKKK））がが運運営営すするる施施設設にに所所属属すするる
フフォォトトググララフファァーー22 名名がが、、「「WWPPPPII22002200  SSeeccoonndd  HHaallff」」ににおおいいてて『『SSiillvveerr  AAwwaarrdd』』をを受受賞賞ししままししたた。。  

  

「WPPI2020」について 
WPPI2020（ウェディングポートレイトフォトグラファーズインターナショナル 2020）は、米国 Rangefinder 社
が主宰するプロフォトグラファー向けの全米最大のコンベンションです。毎年世界各地からおよそ 13,000 人
のプロフォトグラファーや映画製作者が参加します。業界トップフォトグラファーによるセミナーやワークショッ
プが開催され、世界最先端の新製品や技術を体験することができるコンベンションです。 
 
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 Bride or Groom Alone:Non-Wedding Day 部門 Silver Award 受賞 

受賞者 井上 大地 
所属 富山支店：キャナルサイドララシャンス 
受賞作品と 
受賞者コメント 

「Humble glitz」 

日本独自の質素の中にある美意識をそのまま表現したく、何も加えずライティングを行いまし

た。今回受賞することが出来、大変うれしく思います。今後も 1 枚 1 枚丁寧な写真をお客さ

まへお届けしてまいります。 
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受賞部門 Couple Together:Wedding day 部門 Silver Award 受賞 
受賞者 原田 航太朗 
所属 金沢支店：ララシャンス太陽の丘 
受賞作品と 
受賞者コメント 

「Tradition」 

金沢にある黒門前緑地の旧高峰家で撮影したワンシーン。歴史的建物の雰囲気と伝統的な和

装姿を融合させるために細部にまでこだわって撮影した一枚です。目の前のお客さまが必要と

し、幸せを感じていただける写真と時間を届けるのが私の使命です。これからも変わらず目の前に

ある感動創造に徹してまいります。 

 
WPPI2020 HP 
https://www.wppiexpo.com/ 
 
受賞作品 
https://www.wppiawards.com/hoe/winners/2020WPPISecondHalf#categoryawards 

  
当当社社施施設設のの一一例例：：キキャャナナルルササイイドドララララシシャャンンスス（（富富山山支支店店））施施設設概概要要 
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 平米の敷地内に 1 チャペル 3 バンケット、プール
付のプライベートガーデンを備えており、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。 
富山県富山市木場町 4-1、JR 北陸本線富山駅より車で 3 分 
http://ikk-wed.jp/toyama/ 

  
ララララシシャャンンスス太太陽陽のの丘丘（（金金沢沢支支店店））施施設設概概要要  
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/ 
 

https://www.wppiexpo.com/
https://www.wppiawards.com/hoe/winners/2020WPPISecondHalf#categoryawards
http://ikk-wed.jp/toyama/
http://ikk-wed.jp/taiyonooka/
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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 橋本 愛里                      
 
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（2020 年 10 月 31 日現在） [代表者] 代表取締役会長 金子和斗志 
[売上高] 2020 年 10 月期連結売上高 8,746 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、

引出物・引菓子及びギフト商品等に関する企画、開発、販売業務 

[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 19 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/ 

[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 
アイケア株式会社 
http://icare-grp.jp/ 

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

株式会社明徳庵 
https://www.bannobiyori.com/ 

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/ 

関東エリア 
[東京] ララシャンスガーデン東京ベイ 
https://www.ikk-wed.jp/tokyo/ 

 

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/ 

[神戸] ララシャン KOBE 
https://www.ikk-wed.jp/kobe/ 
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