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アアジジアア最最大大規規模模ののププロロ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88 名名がが「「SSiillvveerr  aawwaarrdd」」等等をを受受賞賞  

  
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 CCEEOO：：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88 名名 1111 作作品品がが、、「「AAssiiaaWWPPAA22002200  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommppeettiittiioonn」」ににおおいいてて、、AAssiiaaWWPPAA  
AAnnnnuuaall  AAwwaarrdd  ooff  tthhee  YYeeaarr  22002200  SSiillvveerr  AAwwaarrdd 等等をを受受賞賞ししままししたた。。  

  

「AsiaWPA2020 International Competition」について 
AsiaWPA2020 International 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す。今回受賞いたしました Annual Award of the Year 2020 では同社主催の年 2
回のコンベンションで評価された作品を再審査し、年間での受賞作品を決定します。 
 
 
受賞作品の概要 
 
 前田 美菜実 (岡崎支店：ララシャンス OKAZAKI 迎賓館)  

Silver Award 

     ▲「Hope」 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。 
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舛田 大樹 (福岡支店：ララシャンス博多の森) 
Silver Award 

     ▲「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。 

 
黒木 絢貴 (伊万里支店：伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館)  
Silver Award 

      ▲「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。 
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井上 大地 (富山支店：キャナルサイドララシャンス)  
Silver Award 

     ▲「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。 

 
Bronze Award 

     ▲「Wabi-sabi」 新郎さまをあえてシルエットで抽象的にすることで、花嫁さまの新郎さまを想う奥ゆかしい 

気持ちを表現いたしました。  
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原田 航太朗 (金沢支店：ララシャンス太陽の丘) 
Bronze Award 

「music hall」 
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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronze Award 

▲「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。 
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田中 勝太 (伊万里支店：伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館) 
Bronze Award 

▲「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。 

 
石井 成裕 (広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館) 
Bronze Award 

「seacret」   
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。 
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黒木 早紀子 (広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館) 
Bronze Award 

▲「Benisashi」 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。 

 

Bronze Award 

▲「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。 
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Asia WPA HP 
https://asiawpa.com/ 
 
受賞作品 
https://contest.asiawpa.com//index.php?view=15 

 

[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CEO 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/ 
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/ 

 

 

 

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/ 
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