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ゲゲスストトハハウウスス・・ウウェェデディィンンググののアアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ株株式式会会社社、、日日経経就就職職ナナビビのの人人気気企企業業

ラランンキキンンググでで、、山山口口・・九九州州・・沖沖縄縄エエリリアア「「総総合合 88 位位」」をを獲獲得得  

前前年年 1166 位位かからら大大躍躍進進。。カカテテゴゴリリーー別別ででもも、、女女子子学学生生 55 位位、、文文系系学学生生 66 位位ににラランンククアアッッププ  
 
 
福福岡岡・・佐佐賀賀・・大大分分・・宮宮崎崎ををははじじめめ、、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、、代代表表取取締締役役社社長長：：金金子子和和斗斗志志、、以以下下 IIKKKK））はは、、日日本本経経済済新新聞聞社社ククロロスス
メメデディィアア営営業業局局がが、、新新卒卒向向けけ就就職職情情報報ササイイトト「「日日経経就就職職ナナビビ」」をを通通じじてて行行っったた「「22001122 年年  大大学学生生のの就就職職希希望望
企企業業・・就就職職意意識識アアンンケケーートト」」でで、、山山口口・・九九州州・・沖沖縄縄地地区区のの総総合合ラランンキキンンググ第第 88 位位をを獲獲得得ししままししたた。。前前年年 1166 位位
かかららのの大大躍躍進進でで、、今今年年新新たたににトトッッププ 1100 入入りりししたた唯唯一一のの企企業業ととななりりままししたた。。ままたた、、男男女女やや文文理理系系、、国国公公立立・・私私立立
大大別別にに集集計計ししたたカカテテゴゴリリーー別別ラランンキキンンググででもも、、「「女女子子学学生生 55 位位」」、、「「文文系系学学生生 66 位位」」ををははじじめめ、、すすべべててののカカテテゴゴリリ
ーーでで 2200 位位以以内内ににラランンククイインンししままししたた。。  
  
取締役人事部長の登田朗は、今回の上位ランクインに当たり、次のように述べています。 
「前年から大躍進しトップ 10 入りできたのは、堅調な足取りで伸びる業績の成長性もさることながら、人材か
ら人“財”への成長を全面的にサポートする人事理念、教育理念が浸透した結果と受け止めています。人
＝スタッフは、IKK の大きな財産であり、『お客さまの感動のために!』という信念に、最も必要な要素です。お
客さまの喜びを、自分のこととして喜べる素直な気持ちを持っている人を、IKK は歓迎します。また、IKK に
は、『自分以外はすべてお客さま』という原則があり、就職活動に真摯に取り組む学生のみなさまも大事な
お客さまです。就活を応援する感動的な会社説明会に、ぜひお越しくださいますと幸いです。」 
 
なお、会社説明会は全国各地で開催しており、採用情報は、IKK の HP http://www.ikk-grp.jp/recruit/ か
らエントリーいただいた方にご案内しています。また、3 月 15 日に、ララシャンス博多の森（福岡市博多区東
月隈）で、単独説明会を開催する予定です。  
  
  
資資料料 11  総総合合ラランンキキンンググ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ササーービビスス業業ととししててはは唯唯一一、、アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイががトトッッププ 1100 入入りりししままししたた  

総合ランキング 
順位 前年 企業名 ポイント 

1 2 九州旅客鉄道（JR 九州） 240 
2 3 ふくおかフィナンシャルグループ 212 
3 8 西日本シティ銀行 167 
4 6 西日本鉄道 159 
5 1 九州電力 128 
6 9 山口フィナンシャルグループ 112 
6 5 西部ガス 112 
88  1166  アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ 9999  
9 7 安川電機 84 

10 10 久光製薬 66 
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資資料料 22  カカテテゴゴリリーー別別ラランンキキンンググ  ※※アアイイ・・ケケイイ・・ケケイイ以以外外はは割割愛愛  

男子学生 女子学生 
順位 前年 企業名 ポイント 順位 前年 企業名 ポイント

16 26 アイ・ケイ・ケイ 18 5 10 アイ・ケイ・ケイ 81
  
文系学生 理系学生 
順位 前年 企業名 ポイント 順位 前年 企業名 ポイント

6 12 アイ・ケイ・ケイ 81 18 32 アイ・ケイ・ケイ 18
  
国公立大学生 私立大学生 
順位 前年 企業名 ポイント 順位 前年 企業名 ポイント

9 21 アイ・ケイ・ケイ 62 8 9 アイ・ケイ・ケイ 37
  
 
資資料料 33  調調査査概概要要  

■調査主体 日本経済新聞社クロスメディア営業局 
■調査方法 山口・九州・沖縄地区の大学・大学院に在籍および同地区出身の日経就職ナビ会員

を対象に実施。日経就職ナビ内のアンケートフォームで山口・九州・沖縄地区に本社も
しくは採用拠点を置く就職希望企業名 5 社を連記してもらい、1 位を 5 点、2 位を 4 点、
3 位を 3 点、4 位を 2 点、5 位を 1 点として計算した。ランキングは総合、国公立大・私
立大、文系・理系、男子・女子に分類して集計。 

■調査期間 2011 年 12 月 3 日-2012 年 1 月 18 日 
■有効回答数 665 人（文系 439 人、理系 226 人。男子 234 人、女子 431 人。国公立 363 人、私立

302 人） 
■所属大学 有効回答者の所属大学計 123 大学（大学名は割愛） 
 
 
 
 
[[本本件件にに関関すするる報報道道関関係係かかららののおお問問いい合合わわせせ先先]]  

アイ・ケイ・ケイ株式会社 経営企画部 森田康寛 
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031 ・ info-ikk@ikk-grp.jp 
〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5 

または 

株式会社ブレインズ・カンパニー（アイ・ケイ・ケイ株式会社広報代理） 岡本尚子・水浦琢也 
Tel.03-3496-1091 ・ Fax.03-3496-2216 ・ ikk@pjbc.co.jp 
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 2-9 カスヤビル 1F 
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当当社社施施設設のの一一例例：：ララララシシャャンンスス博博多多のの森森（（福福岡岡支支店店））  概概要要  

2002年10月オープン。15,563平米の広大な敷地に建つゲス

トハウス型婚礼施設。木とガラスのチャペルと白亜のチャペル、

タイプの異なる 3 つのバンケットを備えます。 
独立型教会、天使の羽舞う「木とガラスの教会」、全会場への

オープンキッチン完備が特長。また、自然に恵まれた周辺環境

も、魅力のひとつです。 
[ 福岡県福岡市博多区東月隈 3-27-2 / 福岡空港より車で

約 10 分。福岡都市高速出口より車で約 15 分 

http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/ ] 
 
 
会会社社概概要要  

[社 名] アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK Inc.）  [証券コード] 2198 東証 2 部、大証 JASDAQ 
[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] 336,568 千円（2011 年 10 月 31 日現在） [代表者] 代表取締役社長 金子和斗志 
[売上高] 2011 年 10 月期 連結売上高 12,148 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、葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供 
[経営方針] 
IKK は、「お客さまの感動のために！」という信念のもと、お客様の感動づくりを通して社会に貢献することに 
より、地域社会になくてはならない企業となることを経営の基本方針としております 
 
[事業所] ゲストハウス型婚礼施設 13 ヵ所、関連会社 2 社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東東北北エエリリアア 
[岩手] ララシャンスベルアミー 
http://www.ikk-grp.jp/morioka/ 
[福島] ララシャンスいわき 
http://www.ikk-grp.jp/iwaki/ 

九九州州エエリリアア  

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

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

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

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

[宮崎] ララシャンス迎賓館 
http://www.ikk-grp.jp/miyazaki/ 

[宮崎] プレジール迎賓館 
http://www.ikk-grp.jp/ps/ 

北北陸陸エエリリアア 
[富山] キャナルサイドララシャンス 
http://www.ikk-grp.jp/toyama/ 

[富山] キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス 
http://www.lachance-ikk.jp/ 

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

[福井] ララシャンスベルアミー 
http://www.ikk-grp.jp/fukui/ 九九州州エエリリアア：：関関連連会会社社  

スイートヴィラガーデン株式会社 
http://suite-vg.jp/ 

株式会社極楽 
http://www.4400.jp/ 

四四国国エエリリアア 
[高知] ララシャンス迎賓館 
http://www.ikk-grp.jp/kouchi/ 


