News Release
2022 年 10 月 28 日
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
佐賀県伊万里市新天町 722-5
報道関係各位

国内有数のウェディングフォトコンテストで、
アイ・ケイ・ケイのフォトグラファー3 名が 1 位などを受賞
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・ケイホールディングス株式会社（本
社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長：金子和斗志、以下 IKKHD）の運営するアイ・ケイ・
ケイ株式会社が運営する施設に所属するフォトグラファーが、「ジャパン・ウエディングフォト・グランプリ
2022」で１位などに入賞しました。

「ジャパン・ウエディングフォト・グランプリ 2022」について
当コンテストは、ウェディングフォトグラファーやフリーで活動する「プロカメラマン」の方を対象として、株式会
社ブライダル産業新聞社主催で行われております。審査は「ブライダル産業フェア 2022」（6 月 1 日・2 日
東京ビッグサイト南 3 ホールにて開催）に来場したブライダル業界の関係者の方が写真に投票し、受賞者が
選出されます。

受賞作品の概要
－1 位－
受賞者

原田 大輝

所属
受賞作品と
エピソード

大阪支店：キャッスルガーデン OSAKA
「ママから娘へ」
ドレスを着てカメラにも興味
津々でとても可愛らしいお子
さまが前撮りにも来てくれてい
たので、せっかくならママから
リップを塗ってあげてみること
を新婦さまに提案し生まれた
一枚。お子さまの嬉しそうな、
そして少し恥ずかしそうな表
情がとても印象的な一枚を残
すことができました。

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

－3 位－
受賞者

原田 大輝

所属
受賞作品と
エピソード

大阪支店：キャッスルガーデン OSAKA
「パパに駆け寄りいきなりキス！」
前撮り中ずっと動き回る元気
なお子さま。寝転んだら落ち
着いて撮影できるのではと思
ったのですがそれでも動き回
るお子さまでした（笑）。お子さ
まがカメラの方に来てしまい
「あっちだよー」と言ったらいき
なり新郎さまにキス！それを
見ている新婦さまの表情も良く
て、ご家族の仲の良さが伝わ
る思い出の一枚になりました。

－4 位－
受賞者

舛田 大樹

所属
受賞作品と
エピソード

福岡支店：ララシャンス博多の森
「姪っ子花束」
新郎新婦さまを大好きな姪っ
子ちゃんたちに、結婚写真の
イベントとしてお手伝いをして
もらいました。「親族で集まる
たびにこんなことをみんなでし
たね」と、幸せなお話をいつま
でもしていただけたらと、思い
を込めて撮影しました。
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－8 位－
受賞者

森岡 樹生

所属
受賞作品と
エピソード

広島支店：ララシャンス HIROHIMA 迎賓館
「母と子のウエディングドレス」
ずっと泣いていたお子さまが、
ママとお揃いのドレスに変身し
た瞬間一気に笑顔に！いつか
このお子さまがウエディングドレ
スを着る時、この日のことを思
い出してもらえたらと願ってい
ます。

応募要項
主催

株式会社ブライダル産業新聞社

応募資格

会場勤務、写真スタジオに勤務、またはフリーで活動する「プロフォトグラファー」の方。
年齢・性別・国籍は問いません。

作品規定

結婚式の 1 シーンを写した写真。（出品は 1 人 5 点まで）

審査方法

募集締切

「ブライダル産業フェア 2022」（6 月 1 日・2 日 東京ビッグサイト南 3 ホールにて開催）に応募
作品のみを展示し、フェア来場者であるブライダル業界関係者が写真に投票し、この得票数
で順位を決定します。
※SNS 花嫁の投票は「ウエディングソムリエ」のプレ花向けに配信。いいね！数で上位作品を
決定。
2022 年 4 月 28 日

結果発表

「ブライダル産業新聞」紙上

※「ジャパン・ウエディングフォト・グランプリ 2022」参加要項より抜粋
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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・ケイホールディングス株式会社
真殿瑞輝
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 東証プライム
[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
九州エリア

東海エリア

[福岡] ララシャンス博多の森
http://www.ikk-wed.jp/hakatanomori/

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

[佐賀] 伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/geihinkan/

関東エリア

[佐賀] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/belami/

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

[大分] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/oita/

[茨城] The 迎賓館 偕楽園 別邸
(2023 年 4 月 7 日オープン予定)
https://www.ikk-wed.jp/mito/

[長崎] ハーバーテラス SASEBO迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

北陸エリア

[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/

[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/

中国・四国エリア

[石川] ララシャンス太陽の丘
http://www.ikk-wed.jp/taiyonooka/

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

[福井] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/fukui/

[高知] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/kouchi/

東北エリア

関西エリア

[岩手] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-wed.jp/morioka/

[大阪] キャッスルガーデン OSAKA
http://ikk-wed.jp/osaka/

[福島] ララシャンスいわき
http://www.ikk-wed.jp/iwaki/

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

[その他グループ会社]
・アイケア株式会社(介護事業)
http://icare-grp.jp/

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

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

・Ambihone 株式会社(フォト事業)
https://clori.ikk-wed.jp/

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