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ウェディングプランナーの全国コンテストで準グランプリを受賞
～応募総数 515 作品、アイ・ケイ・ケイから 1 名選出～
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：村田裕紀、以下 IKK）が運営するララシャンス博多の森
（福岡支店）に所属するウエディングプランナー木山 妃香璃が、国内最大規模のウェディングコンテスト
「GOOD WEDDING AWARD 2021」で準グランプリを受賞しました。
ウェディングプランナー
氏名：木
木山 妃香璃
所属：ララシャンス博多の森 （福岡支店）

結婚式のテーマ・コンセプト 「ｐiece of journey~愛を浴びて ヒカリカガヤク~」

たくさんのゲストから祝福される
新郎新婦さま

台湾旅行の際に飛ばした
思い出のランタンバルーン

ゲストからのサプライズ
に思わず涙する新婦さま

作品のポイント
アウトドア派でお喋り好きな新婦さまとインドア派で寡黙な新郎さま、趣味も性格も異なる
お二人をパズルのピースにたとえ、これからのお二人の人生のパズルを一緒に完成させていく。そんな想い
で piece or journey というテーマを設定しました。コロナ禍の中で悩まれた末、挙式のみという選択されたお
二人、その選択をしてよかったと心から思ってもらいたいと、パズルのピースを紡ぐように、思い出のピースで
ある台湾旅行でのランタンバルーンを再現。そして、お二人の人生の大切なピースである親御さま、ご親族
さま、ご友人さまへの感謝の想いを伝える場や一緒に思いでを創れるようプランニング。そして挙式が終わり
ゲストをお見送りする前に、披露宴会場での入場演出をサプライズで計画。扉を開けた瞬間、会場いっぱい
に広がるゲストの皆さまの笑顔と祝福、そして会場内に流れる大好きな曲に涙する新婦さま。結婚式という
特別な時間・空間だからこそ生まれる感動と、ゲストからの祝福と愛があふれ、まさにヒカリカガヤク瞬間とな
りました。
受賞者のコメント 結婚式という関わる人の全てを幸せにする瞬間を、このような形で伝えることができたの
は、主催のリクルートブライダル総研の皆さまと、共に感動の瞬間を創りあげることに協力していただけた仲
間のおかげと心から感謝しています。これからも変わらず、大好きなお客さまのために全力を尽くして参りま
す。応援してくださった皆さま、お祝いの言葉をくださった方々、本当にありがとうございます。

http://www.ikk-grp.jp/
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募集期間
最終審査会結果発表

リクルート ブライダル総研（株式会社リクルート）
（BIA）公益社団法人日本ブライダル文化振興協会
（ABC）全米ブライダルコンサルタント協会
ウェディングプランナー
（ブライダル業界において、実際に挙式・披露宴のプランニング経験のある方）
※雇用先、フリー等の所属は問わない。
※参加形式は個人。
2020 年 3 月 1 日～2021 年 5 月 9 日に自分が担当者として施行した結婚式
のプランニング
一次予選：書類審査にて代表 8 名を選出
最終審査会：プレゼンテーションにて、審査員による審査を経て各賞を決定
（1）結婚式プランニングの内容
新郎新婦の想いや要望をどのように解釈・理解し、それを創造性と構成力をも
っていかに実現したのかという点に主眼におき、以下の観点から審査。
 新郎新婦の想い・要望やその背景の把握力
 プランニングの創造性・独創性
 結婚式全体の構成力
（2）困難を乗り切る力とプランニングに向かう姿勢
様々な制約がある中で、プランナーとしてどのような想いを持ってどのように乗り
越えたのか、という観点から審査
グランプリ（1 名）、準グランプリ（1 名）、特別賞［クリエイティブ賞・ソウル賞］（3
名）
石渡 雅浩（「The Professional Wedding」編集長）、岩岡 ヒサエ（漫画家）、
落合 歩（リクルートブライダル総研 所長）、Natsu（ウエディングライフデザイナ
ー）、平山 彩子（ 雑誌「ゼクシィ」首都圏版編集長 ）
2021 年 3 月 2 日（火）11:00～5 月 10 日（月）23:00 迄
2021 年 7 月 6 日（火）

※ブライダル総研「GOOD WEDDING AWARD 2021」ページより引用、要約
https://souken.zexy.net/wedding/gwa2021_final.html

当社施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/

2/3

[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 橋本 愛里
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（2020 年 10 月 31 日現在）
[代 表 者] 代表取締役社長 村田裕紀
[売 上 高] 2020 年 10 月期連結売上高 8,746 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、
引出物・引菓子及びギフト商品等に関する企画、開発、販売業務、金融関連事業
[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 19 か所、グループ会社 4 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/

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

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

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

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

[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/

東海エリア

中国・四国エリア
グループ会社

[愛知] ララシャンス OKAZAKI 迎賓館 アイケア株式会社
http://ikk-wed.jp/okazaki/
http://icare-grp.jp/

関西エリア
[大阪] キャッスルガーデン OSAKA
http://ikk-wed.jp/osaka/
[神戸] ララシャンス KOBE
https://www.ikk-wed.jp/kobe/

[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
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU http://www.ikk-wed.jp/kouchi/
INDONESIA
関東エリア
http://ikkwedding.co.id/
[東京] ララシャンスガーデン東京ベイ
株式会社明徳庵
https://www.ikk-wed.jp/tokyo/
https://www.bannobiyori.com/
アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社
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