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アイ・ケイ・ケイ、「リーダー力」を学ぶ学生インターンシップを募集
宿泊費ほか全経費を負担、夏秋二部構成の計 6 日間のプログラム
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：金子和斗志、以下 IKK）は、昨年に引き続き 2016 年春に
卒業する大学生と大学院生を対象に、インターンシップを募集します。
名称は「世界維新～次世代の経営リーダー塾～」で、夏は大自然の中で自己変革に求められる力を体得
する 3 泊 4 日の野外プログラムを行います。また、秋は実際の店舗で 2 日間のグループワーク形式を通して、
ビジネスリーダーに必要なマネジメントについて学びます。夏と秋の二部構成により「これからの社会（次世
代）で求められるリーダー力」の習得を目指します。
昨年の参加者からは「自分と真正面から向き合うことができ、今後の人生の軸を固めることができた」、「挫
けそうな時でも、インターンで本気になっていた自分を思い出し、前向きに行動することができた」、「本気の
仲間と出会うことができ、就職活動でも刺激し、支えあう関係を築くことができた」といった感想をいただいて
います。
現在 IKK 採用 HP（http://ikk-wed.jp/recruit/）ほか、各種採用情報サイトでエントリーを受け付けており、定員
に到達次第受け付けを終了します。
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「経営を担うリーダーに求められる力」の習得を目指します
IKK は、2033 年までに「世界一「ありがとう」が集まる感動創造カンパニー」になることを目指し
ており、コース名は現時点を“明治維新に次ぐ変革の時”と捉えて「世界維新」としました
 理想とする人財：「胸に秘める大きな志で、周囲を巻き込める人財」、「会社を変革し、会社を
育て上げられる人財」に向けて、「リーダー、経営者とは何か?」という問いに真正面から挑んで
くれる学生の応募を期待しています
1st ステージ： 第 1 クール：8 月 25 日～28 日、第 2 クール：9 月 10 日～13 日
会場は野外（九州エリアの体育館 or 施設）
 3 泊 4 日のアウトドア形式（体育館・広場など）
 「自己変革」を習得するプログラム
2nd ステージ： 10 月～11 月、会場は屋内施設（福岡県福岡市）
 2 日間のグループワーク形式
 「“経営”リーダーに求められる力」を習得するプログラム
 実際の店舗において、現場責任者とマネジメントについて学ぶ
 資格・対象： 2016 年卒業の大学生、大学院生 全学部全学科対象
 エントリー方法： 当社採用 HP、各種採用情報サイト（マイナビ、リクナビ）から
 エントリー後のフロー： エントリー→インターンシップ説明会→面接→参加者決定
 インターンシップ説明会（日程）
（福岡）7 月 19 日、8 月 8 日、（大阪）6 月 28 日、7 月 12 日
（東京）6 月 21 日、7 月 13 日、（北陸）7 月 17 日、8 月 7 日
（宮崎・広島・高知・いわき・盛岡）8 月 7 日
 問い合わせ先： IKK インターンシップ担当 古家 電話 050-3539-1122

1 日完結型のインターンシップコース「感動創造～“感動を生むシゴト”体験塾～」も募集しています。ウェデ
ィングプランナーなどの社員と、実際の婚礼シーンを想定して実務のポイントを体得することができます。
http://www.ikk-grp.jp/

[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 池田明広
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
齊藤恭彦
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

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/

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] 347 百万円（2013 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] 2013 年 10 月期連結売上高 14,510 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 15 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/

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

[福岡] スイートヴィラガーデン
http://suite-vg.jp/

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

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

北陸エリア

[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

九
州エリア：関連会社
http://www.ikk-grp.jp/ps/
株式会社極楽
http://www.4400.jp/
アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

[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
[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/
※2015 年早春開業予定

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