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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「「EExxcceelllleennccee  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社社長長：：村村田田裕裕紀紀、、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、、「「AAssiiaaWWPPAA  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhoottooggrraapphhyy  &&  VViiddeeooggrraapphhyy  CCoommppeettiittiioonn  11sstt  
hhaallff  22002211」」ににおおいいてて、、『『EExxcceelllleennccee  AAwwaarrdd』』をを受受賞賞ししままししたた。。  

  
「AAssiiaaWWPPAA  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhoottooggrraapphhyy  &&  VViiddeeooggrraapphhyy  CCoommppeettiittiioonn」について 
AsiaWPA 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。 
 
 
受賞作品の概要 
 
受賞部門：Bridal Party, Families & Friends 
受賞者：富岡 秀一（所属：福井支店：ララシャンスベルアミー） 

▲「grandma’s smile」 
新婦さまのお色直し退場にて撮影した 1 枚です。「素敵な笑顔ですね。」とお声掛けしたところ照れた微笑

みをカメラに向けて頂きました。慢心することなく初心を忘れずに、これからも努力精進して参ります。 
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受賞部門：Bride & Groom Together（Creative） 
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） 

▲「untitled」  
今回はお二人が選ばれた歴史ある建造物での前撮りでした。シンメトリーで構図を構えることで見る方を惹き

つけられるようにし、新郎新婦さまそれぞれにライティングを施し、強調されるよう工夫しました。 

 

受賞部門：Bride & Groom Together （Creative） 
受賞者：宮本 明日香（所属：金沢支店：ララシャンス太陽の丘） 

▲「YORISOhi」  
石川の兼六園で庭園に似合う色打掛をお召の新郎新婦さまが目立つよう撮影させていただきました。お二

人に出会えて撮影をさせていただけたことに感謝です。今後も皆さまに嬉しい報告ができるように精進して

参ります。 
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受賞部門：Bride & Groom Together （Creative） 
受賞者：原田 航太朗（所属：金沢支店：ララシャンス太陽の丘） 

▲「sakurazaka」  
金沢の兼六園下にある桜並木道で撮影した前撮りでの一枚です。春の桜満開の時期に撮影をしたかった

お二人だったので、より桜が印象的に残るように橋の上から撮影しました。結婚式後も続いていくお二人の

人生を共に進んでいくイメージの一枚になりました。 

 
受賞部門：Bridal Party, Families & Friends 
受賞者：原田 航太朗（所属：金沢支店：ララシャンス太陽の丘） 

▲「blessing」  
神社での結婚式後に参加者全員での集合写真を撮影した後のワンシーン。お二人に少し前に出てきてもら

い、後ろにいるゲストの方々に拍手で改めて祝福をしていただきました。写真を見返した時に、こんなにも大

切な人たちがお二人のために集まってくれたことを思い出せる一枚を撮影しました。 
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受賞部門：Wedding Day Photojournalism 

受賞者：原田 航太朗（所属：金沢支店：ララシャンス太陽の丘） 

▲「Because today」  
披露宴での親御さまへ記念品贈呈のワンシーン。新婦さまもお母さまもお互いを目の前にしたら、やっぱり堪

えられなくなりお母さまから強く抱きしめられました。普段伝えられない感謝も結婚式なら伝えられる。結婚

式の良さを改めて感じた瞬間でした。 

 
受賞部門：Bride or Groom Single （Creative） 
受賞者：黒木 早紀子（所属：広島支店：ララシャンスHIROSHIMA迎賓館) 

▲「Shiromuku」  
秋晴れの紅葉がとても綺麗な日でした。いつもと違う白無垢の雰囲気で撮影をしようと思い普段とは違うレ

ンズと構図で挑戦したお写真です。そして何よりお客さまの白無垢姿がより美しく見えるように心がけました。

今後も日々努力精進していきます。 
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受賞部門：Bride & Groom Together （Creative） 
受賞者：舛田 大樹（所属：福岡支店：ララシャンス博多の森) 

▲「wave」  
お客さまのプロポーズした思い出の場所を一緒に散歩しながら前撮りをさせていただきました。お二人の思

いが詰まった場所で、このような賞を受賞できたことを大変嬉しく思います。 

 
受賞部門：Bride & Groom Together （Creative） 

受賞者：築田 雄士（所属：福井支店：ララシャンスベルアミー) 
 
▲「secret」   
福井県にある和庭園での一枚。緑の中で主役

が映えるよう、番傘にお二人のシルエット映し出

し、手前の水路にシルエットが反射するように立

っていただくことで、より幻想的で非日常感が出

せるように撮影致しました。 
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受賞部門：Bride & Groom Together （Creative） 
受賞者：黒木 絢貴（所属：宮崎支店：ララシャンス迎賓館) 

▲「Arita Porcelain Park」 
お二人の望まれた有田ポーセリンパークでの撮影でした。ドイツ・ドレスデンのツヴィンガー宮殿を再現した建

物の壮大なスケール感を表現することができた特別な一枚です。 

  
受賞部門：Bridal Party, Families & Friends 
受賞者：黒木 絢貴（所属：宮崎支店：ララシャンス迎賓館） 

▲「DOAGE」  
新郎さまがご友人から胴上げでの祝福シーン。喜びが溢れ出し、胸が熱くなった瞬間を収めることが出来ま

した。 
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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] 代表取締役社長 村田裕紀 
[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、金融関連事業 

[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 4 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] ララシャンス 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/ 
 
アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社 
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