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「永遠」をテーマに、憧れのウェディングドレスのデザインを募集。優秀作は商品採用も

「第 1 回 あなたと創るドレスコンテスト 2012」を実施。11/1 より募集開始
ゲストハウス型婚礼施設を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、代表取締役
社長：金子和斗志、以下 IKK）は、「第 1 回 あなたと創るドレスコンテスト 2012」を実施し、2011 年 11 月 1
日より募集を開始します。

本コンテストの概要、実施の背景
本コンテストは、色やかたちなど、好みが十人十色
であるウェディングドレスについて、着てみたいドレス、
着てもらいたいドレスのデザインを、高校生、専門学
校生、大学生、社会人などの「未来の花嫁、花婿」
から募集し、結婚式、披露宴により一層の関心持っ
ていただくことを狙い、実施するものです。また、優
秀作は商品化し、IKK の衣裳室であるヴュ・パリ
（Vieux Paris）のラインナップに加える予定です。
デザインのテーマは「永遠（Eternity）」。「永遠の誓
い」、「永遠の愛」、「永遠の絆」など、結婚式とは、
つながりの深い大切なことばで、なかでもウェディン
グドレスは、花嫁にとって、永遠の憧れです。応募
者には、さまざまな「永遠」のかたちを、ウェディング
ドレスで自由に表現いただくことを期待しています。
「ゼクシィ結婚トレンド調査 2011（首都圏） http://bridal-souken.net/ 」によると、「ウェディングドレスを決定
する際の重視点（複数回答）」は、「デザインがよいこと」が 9 割超と突出しており、また「新婦の衣裳総額の
平均」は 41.4 万円で、6 年前の同調査比で、7.9 万円増加しているなど、ドレスのデザイン、こだわりへの関
心の高まりが見受けられます。
IKK では、「世界でたったひとつのウェディング」をコンセプトに、「ふたりらしい結婚式、披露宴の演出」、「ふ
たりの家庭のような料理のおもてなし」など、オリジナリティを重視したウェディングプランをご提案しています。
ウェディングドレスも同じように、お客さまが思い描く「運命のドレス」をご提供すべく、本コンテストのような取り
組みを積極的に実施し、お客さまの多彩なニーズに対応していきます。

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

実施概要
[名称]
[URL]
[テーマ]

第 1 回 あなたと創るドレスコンテスト 2012
http://vieuxparis.jp/dresscontest2012/
永遠

[作品について]

当社会場（ララシャンス）をイメージし、テーマに沿ったデザインであること。実際に着用
可能なデザインであること

[応募資格]

高校生以上の男女 ※プロ、およびすでにデザイン事務所を主宰している方、市場に自
分のコレクションを発表している方は除く

[募集開始]
[募集締切]

2011 年 11 月 1 日
2012 年 1 月 20 日（当日消印有効）

[応募方法]

1）プロフィールシート、2）デザイン画、3）ハンガーイラスト をセットで、1 月 20 日までに、
当社福岡本部ドレスコンテスト事務局に郵送 ※1）は、コンテスト URL よりダウンロード

[応募先]

〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5
アイ・ケイ・ケイ株式会社 福岡本部内ドレスコンテスト事務局 宛

[賞]

IKK 賞
ベストデザイン賞
優秀賞
佳作

[スケジュール]

2011 年 11 月 1 日
2012 年 1 月 20 日
2012 年 3 月 1 日
2012 年 3 月 22 日

[一般からのお問い合わせ先]

1名
1名
1名
数名

賞金 50 万円・ドレス制作
賞金 10 万円・ドレス制作
賞金 5 万円・ドレス制作
ご協賛企業より各種賞品
http://vieuxparis.jp/dresscontest2012/prize.html
デザイン画応募開始
デザイン画応募締切り
受賞作品発表（当社 HP にて http://www.ikk-grp.jp/ ）
授賞式（当社福岡支店・ララシャンス博多の森にて）

アイ・ケイ・ケイ株式会社
電話 050-3539-1122 info-ikk@ikk-grp.jp

[ドレス制作協賛]

株式会社クラウディア、ブランカスポーザ株式会社、ワタベウェディング株式会社 ※順
不同

[賞品協賛]

株式会社グレース、株式会社アルファブランカ、株式会社ヤマ日、株式会社マイプレシ
ャス、松尾株式会社、株式会社ファンシー、リンベル株式会社、株式会社大和、松尾
株式会社エリーカ事業部、株式会社京都マリエ、株式会社瓶屋、株式会社ブライダ
ル・イン・プロジェクト ※順不同

[注意事項]

おひとり何作品でも応募できます /他のコンテストと同一の作品は応募できません /応
募書類は返却できません /全受賞作品の著作権・所有権は主催者に帰属し、プリント
展示、出版物、宣伝広告、インターネットなどに無償使用します /応募資格に違反した
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場合、また入賞決定後でも類似や二重応募と主催者が判断した場合は、入賞を取り消
すことがあります /送付中の事故や破損については、その責任を負いかねます /入賞
上位 3 名は、当社福岡支店・ララシャンス博多の森で行う授賞式にご参加いただきます
（当社規定の交通費をお支払いします）

IKK の衣裳室「ヴュ・パリ（Vieux Paris）」について
コンセプトは、「感動のドレスに出逢える場所」。オリジナルドレ
スからブランドドレスまで、多彩なデザインのドレスを取り揃える
ほか、お客さまのイメージをお伺いし、ドレス、アクセサリー、ヘ
アスタイルなどを、トータルコーディネートすることで、「憧れの花嫁」を提案しています。

[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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当社施設の一例：ララシャンス博多の森（福岡支店） 概要
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/ ]

会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK Inc.）
[証券コード] 大証 JASDAQ 2198
[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（2010 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] 2010 年 10 月期 連結売上高 12,694 百万円
[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
九州エリア

東北エリア

[福岡] ララシャンス博多の森

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

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/

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

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

北陸エリア

[大分] ララシャンス迎賓館

[富山] キャナルサイドララシャンス
http://www.ikk-grp.jp/toyama/

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/

[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/

九州エリア：関連会社

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

スイートヴィラガーデン株式会社
http://suite-vg.jp/

四国エリア

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

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