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アイ・ケイ・ケイ株式会社
佐賀県伊万里市新天町 722-5
報道関係各位

結婚情報誌「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 1,112 作品、受賞作品全 12 作品のうちアイ・ケイ・ケイから 3 作品が選出 －
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、代表取締役会長：金子和斗志、以下 IKK）に所属するフォトグラフ
ァー3 名が、「第 20 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、審査委員長 浅田政志賞、入選に
選出されました。

「第 20 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結婚情報誌「ゼクシィ」編集部が実施し
ており、本年が 20 回目の開催となります。本年度 1,112 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(浅田政志賞 1 作品、編集長賞 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

大賞

受賞者

中村 宙翔

所属
受賞作品

広島支店：ララシャンス HIROSHIMA 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

「紅差し 現在～未来」
新婦さまがお支度をされているのを不思議そうに見ていたお子さまに、新婦さま
から紅差しをして頂いたシーンです。将来ぜひ、お子さまが花嫁になった際にこの
写真を見返し、思い出して紅差しをしていただければ幸せです。

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

賞

審査委員長 浅田政志賞

受賞者

富岡 秀一

所属
受賞作品

福井支店：ララシャンスベルアミー

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

「家系図」
県外から前撮りに参加したご家族のために何か特別に撮れるポーズがないか考
え撮影しました。家系線を分かりやすく表現するか悩みましたがトイレットペーパー
を見つけた時にすべてが解決しました。手前に桜の蕾を入れることで新たな家族
の始まりを表現する素敵な一枚になりました。

賞

入選

受賞者

飯田 瑠香

所属
受賞作品

大阪支店：キャッスルガーデン OSAKA

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

「ファーストミート」
親御様さまとお支度後に初めてお会いするファーストミートの際の一枚です。お二
人の目線から撮影し、この写真を通してこれからずっとお二人の記憶に残る思い
出にして欲しいと思い撮影しました。

ゼクシィ「第 20 回ゼクシィウエディングフォトコンテスト」受賞作品： https://zexy.net/mar/news/2005photo/result.html
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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）施設概要
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。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 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-wed.jp/hakatanomori/

[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 福島 大地
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
村上 奈都子 和田 恵子
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

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] 351 百万円（2019 年 10 月 31 日現在）
[代表者] 代表取締役会長 CEO 金子和斗志
[売上高] 2019 年 10 月期連結売上高 20,189 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、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、「お客さまの幸せと感動のために」という経営理念のもと、お客さまの幸せと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 18 か所、グループ会社 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-wed.jp/hakatanomori/

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

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

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

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

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/

[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/

[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/

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

中国・四国エリア

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

関西エリア

グループ会社

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

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

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

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

[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/

関東エリア

[東京] ララシャンスガーデン東京ベイ
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU https://www.ikk-wed.jp/tokyo/
INDONESIA
http://ikkwedding.co.id/
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