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報道関係各位 

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66 名名 99 作作品品がが「「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（（本本店店：：佐佐賀賀県県伊伊万万里里
市市新新天天町町、、代代表表取取締締役役会会長長兼兼社社長長：：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66
名名 99 作作品品がが、、「「AAssiiaaWWPPAA  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPhhoottooggrraapphhyy  &&  VViiddeeooggrraapphhyy  CCoommppeettiittiioonn  22nndd  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：Wedding Day Photojournalism部門 Excellence Award 
受賞者：舛田 大樹（所属：福岡支店：ララシャンス博多の森） 

 

▲「bliss」 

お客さまから、この写真がとても好きですと言っていただけた写真です。家族のように近い立場で撮影させて

いただきました。舞い上がるコンフェッティと 2人の表情、感情がそのまま伝わる一枚になったと思います。 
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受賞部門：Bridal Party, Families & Friends部門 Excellence Award  
受賞者：舛田 大樹（所属：福岡支店：ララシャンス博多の森） 

 
▲「untitle」 

この瞬間を家族の皆さまに見ていただきたいと思い、2人の近くに寄り添い撮影させていただきました。この

写真を見るたびにありがとうの気持ちがよみがえるといいなと思います。 

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

 

▲「untitle」 

新婦家の先代から受け継がれる石川県伝統の花嫁のれん。 

嫁ぐ花嫁の様々な想いを表現したく、少し俯き気味で口元だけを見せるように撮影しました。 

写真を見返した時に先代の想いも感じ取れるように心掛けた私も大好きな一枚です。  
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受賞部門：Wedding Day Photojournalism部門 Excellence Award  
受賞者：原田 航太朗（所属：金沢支店：ララシャンス太陽の丘） 

 

▲「With whom?」 

新郎中座のワンシーン。中座相手が誰なのか盛り上がるタイミングで新郎さまのご友人たちが一斉に『オレ

オレ！』と手を挙げられた瞬間がピッタリと最高の構図になりました。 

奇跡的な瞬間をも必然だと感じるような最高の瞬間を残せました。 
 
受賞部門：Bride or Groom Single (Creative)部門 Excellence Award  
受賞者：井上 大地（所属：福岡支店：ララシャンス博多の森） 

 

▲「untitle」 

富山藩時代の豪農屋敷の特色を残している内山邸での 1枚。白無垢・綿帽子に気をつけながらライティン

グを行いました。今後も皆さまに良いご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 or Groom Single (Creative)部門 Excellence Award  
受賞者：井上 大地（所属：福岡支店：ララシャンス博多の森） 

 

▲「Japanese bride」 

背景の掛け軸の雰囲気を残しつつ花嫁さまにフォーカスされるようライティングを工夫しました。今後も撮影

させていただけることに感謝し一枚一枚こだわって写真を撮ってまいります。 
 
受賞部門：Bride or Groom Single (Creative)部門 Excellence Award  
受賞者：安保 貴子（所属：東京支店：ララシャンスガーデン東京ベイ） 

 

▲「white」 

普段撮影しているチャペルの見る方向を変えて撮影した 1枚です。視点を変えるといろんな景色が見えて

きました白の中に赤が映えるようにしたことと、シンメトリーを意識して和の凛とした雰囲気が出るように意識し

ました。 
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受賞部門：Bride or Groom Single (Creative)部門 Excellence Award  
受賞者：田中 勝太（所属：伊万里支店：ララシャンス迎賓館・伊万里迎賓館） 

 
▲「untitled」 

赤ふきの白無垢と真っ赤な口紅がとても印象的な新婦さま。紅白のコントラストを強調する背景、光を選択

しアート性のある 1枚を撮影することができました。 
 
受賞部門：Bride & Groom Together (Creative)部門 Excellence Award  
受賞者：築田 雄士（所属：福井支店：ララシャンスベルアミー） 

 

▲「same direction」 

静けさに包まれた森林の中にあるお寺で撮影致しました。その場の空気感とお二人の雰囲気を写真に残せ

るようにレタッチし、非日常感がある作品になりました。 
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AsiaWPA HP 
https://contest.asiawpa.com/ 
受賞作品 
https://contest.asiawpa.com//competition_awards.php?id=12 

[本件に関する報道関係からのお問い合わせ先] 

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
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・ケイホールディングス株式会社 [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（2021年 10月 31日現在）   [代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志 

[売上高] 2021年 10月期連結売上高 11,530百万円 [ホームページ] http://www.ikk-grp.jp/

[事 業 内 容] 

グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供 

[経 営 方 針]  

当社は、「ご縁ある人々の笑顔と幸せのために」という経営理念のもと、ご縁ある人々の笑顔と幸せを通して

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 

[その他グループ会社] 

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/ 

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/ 

東海エリア 

[愛知] ララシャンス OKAZAKI迎賓館 
http://ikk-wed.jp/okazaki/ 

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/ 

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/ 

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/ 

・アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社(金融事業)

・ララ・クゥール株式会社(結婚仲介事業) 
  https://lala-coeur.jp/

・Ambihone 株式会社(フォト事業)

  https://ambihone.jp/

・アイケア株式会社(介護事業)
http://icare-grp.jp/

・PT. INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
(海外婚礼事業)
http://ikkwedding.co.id/

・株式会社明徳庵(食品事業)
https://www.bannobiyori.com/
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