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婚礼情報誌「ゼクシィ」編集部主催のウエディングフォトコンテストで「大賞」など受賞
－ 応募総数 898 作品、受賞作品全 12 作品のうちアイ・ケイ・ケイから 4 作品が選出 －
－ アイ・ケイ・ケイのフォトグラファーが 2 年連続の大賞を受賞 －
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、九州地方をはじめ全国に展開するアイ・ケイ・ケイ株式会社（本
社：佐賀県伊万里市、本部：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：金子和斗志、以下 IKK）が運営す
るハーバーテラス SASEBO 迎賓館（佐世保支店）、ならびにララシャンス博多の森（福岡支店）、プレジー
ル迎賓館（宮崎支店）に所属するフォトグラファー4 名が、「第 16 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」で、
それぞれ大賞、優秀賞、入選に選出されました。

「第 16 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」について
当コンテストは、株式会社リクルートマーケティングパートナーズが運営する婚礼情報誌「ゼクシィ」編集部が
実施しており、本年が 16 回目の開催となります。本年度は 898 作品の応募があり、受賞作は大賞 1 作品、
審査委員長賞 2 作品（テリー伊藤賞 1 作品、浅田政志賞 1 作品）、優秀賞 4 作品、入選 5 作品の合計
12 作品が選出されました（5 月 23 日ゼクシィ 7 月号紙面、ゼクシィのサイトにおいて発表）。

受賞作品の概要 ※ゼクシィ掲載内容（賞、受賞者、受賞作品）と所属フォトグラファーによるコメント
賞
受賞者
所属
受賞作品

大賞
平野 詩乃
佐世保支店：ハーバーテラス SASEBO 迎賓館

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「花嫁花婿さまとご対面！」
白無垢姿をご家族に見せたいとご希望されていた新婦さま。ご自宅のふすまの
向こうにはご家族の皆さまがわくわくしながら目を閉じてスタンバイ。新郎新婦さま
の「もういいよー！」の声で目を開けると、そこには笑顔のお二人が・・・。家族にな
った喜びと嬉しさが伝わってくる微笑ましい瞬間を撮影した 1 枚です。

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

賞
受賞者
所属
受賞作品

優秀賞
内山田 智久 ※2 年連続受賞
福岡支店：ララシャンス博多の森

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「ありがとう」
新郎さまの中座のエスコートにご両親さまをサプライズ指名。普段は伝えることが
できない感謝の気持ちを書いた手紙を新郎さまが読み始めると、ご両親さまは揃
ってハンカチを目に当て号泣。それまでは賑やかだった会場も静まり、ゲストももら
い泣きをしていました。結婚式は大切な方へ感謝を伝えることができる場だと改め
て感じることができました。

賞
受賞者
所属
受賞作品

優秀賞
髙山 将吾
宮崎支店：ララシャンス迎賓館 / プレジール迎賓館

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「男泣き」
職人気質で人前では決して泣かない新郎さまでしたが、謝辞の後、サプライズで
友人や職場の同僚が二人のもとに駆け寄り、花を渡された瞬間に新郎さまが思
わず号泣するシーンです。誰も予想していなかった出来事でしたが、感動の瞬間
を写真に収めることが出来ました。新郎さまが号泣した瞬間、笑顔で温かく見守る
新婦さまの表情も最高に輝いている写真です。
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賞
受賞者
所属
受賞作品

入選
山口 陽子
福岡支店：ララシャンス博多の森

所属フォトグラファー
によるコメント
・作品名
・作品のエピソード

「照れ笑い」
日頃から冗談を言い合う仲の新婦さまとお父さま。挙式入場の際に、参列者の皆
さまから撮影され、照れくささからか思わずお二人とも笑ってしまった瞬間です。
お二人の満面の笑みと普段からの親子の仲の良さが伝わってくる一枚を撮影す
ることができました。

ゼクシィ「第 16 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」受賞作品： http://zexy.net/mar/news/1605photo/result1.html
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ララシャンス博多の森（福岡支店）概要
2002 年 10 月オープン。26,155 平米の広大な敷地に建つゲス
トハウス型婚礼施設。タイプの異なる 3 つのチャペル、4 つのバ
ンケットがあります。バンケットには、こだわりのオープンキッチン
を備えています。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 5
分。福岡都市高速出口より車で約 10 分
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/

ハーバーテラス SASEBO 迎賓館（佐世保支店）概要
2013 年 11 月オープン。2,761 平米で複合商業施設「させぼ
五番街」内に 1 つのチャペルとオープンキッチンを併設したバン
ケットを有するゲストハウス型婚礼施設です。チャペルは、三方
大開口のガラス窓を備え、佐世保湾や対岸の自然を一望でき
ます。
長崎県佐世保市新港町 4-1 / JR 佐世保線佐世保駅港口
出口より徒歩 1 分
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

ララシャンス迎賓館（宮崎支店）概要
2005 年 10 月オープン。5,525 平米で宮崎の爽やかな青空と
まばゆい太陽のもと、南仏リゾートをイメージした完全貸し切りの
ゲストハウス型婚礼施設です。
宮崎県宮崎市花ヶ島町入道 2206-2 / JR 日豊本線宮崎神宮
駅より徒歩約 5 分。JR 日豊本線宮崎駅より車で 10 分。
http://ikk-wed.jp/miyazaki/

プレジール迎賓館（宮崎支店）概要
2007 年 7 月オープン。宮崎駅から徒歩１分の好立地で、2,976
平米の敷地に建つプレジール迎賓館。宮崎の爽やかな青空と
まばゆい太陽のもと、南仏リゾートをイメージした 1 つの独立型チ
ャペル、1 つのバンケットを有します。
宮崎県宮崎市宮崎駅東 2 丁目 7-1 / 宮崎空港より車で 15 分。
宮崎西インターより車で 10 分。JR 宮崎駅より徒歩 1 分。
http://ikk-wed.jp/ps/

[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 武曽裕之
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

広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー
松井映梨加
Tel.03-3568-3844 ・ Fax.03-3568-3838
ikk@pjbc.co.jp
〒107-6033 東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル 33F 私書箱 562 号
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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] 350 百万円（2015 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] 2015 年 10 月期連結売上高 16,978 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
有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供
[経営方針]
IKK グループは、「お客さまの感動のために」という経営理念のもと、お客さまの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 16 か所、関連会社 2 社
九州エリア

東北エリア

[福岡] ララシャンス博多の森
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/
[福岡] スイート ヴィラ ガーデン
http://suite-vg.jp/
[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/
[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-grp.jp/miyazaki/
[宮崎] プレジール迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/ps/

[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/

九州エリア：関連会社
株式会社極楽
http://www.4400.jp/

北陸エリア
[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/

中国・四国エリア
[高知] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/kouchi/
[広島] ララシャンスＨＩＲＯＳＨＩＭＡ迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/
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