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国内最大規模のウェディングコンテストで
ララシャンス迎賓館のプランナーがクリエイティブ賞を受賞
～応募総数は 363 作品、アイ・ケイ・ケイは 2 年連続 3 度目の受賞～
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
るララシャンス迎賓館（宮崎支店）に所属するウェディングプランナーが、国内最大規模のウェディングコン
テスト「GOOD WEDDING AWARD 2015」でクリエイティブ賞を受賞しました。
本アワードは、リクルート ブライダル総研が毎年開催しています。5 回目の本年は、363 作品のエントリーが
あり、一次審査（書類審査）でファイナリスト 8 名が選出されました。8 月 5 日の最終審査で、グランプリ、準
グランプリ、クリエイティブ賞（2 名）、ソウル賞の計 5 名が選出され、ララシャンス迎賓館（宮崎支店）のウェデ
ィングプランナー、内山亜紀の作品はクリエイティブ賞を受賞しました。受賞作品の写真やポイント、プランナ
ーのコメントは以下の通りです。
ウェディングプランナー
内山 亜紀 （宮崎県宮崎市出身）
プランナー歴 4 年
所属：ララシャンス迎賓館 （宮崎支店）

結婚式のテーマ・コンセプト

絵本をイメージした招待状

Journey ～絵本の国からの招待状～

絵本の表紙をイメージして設置した
会場入口の回転扉

料理の下に絵本を配置し、
一品ごとに料理と合わせた物語を紡ぎ、
その中でゲストへ感謝の気持ちを伝えた

作品のポイント
イラストレーターになり、絵本を出すことが夢だった新婦さまは、「絵本の世界で結婚式
を挙げたい」という想いをお持ちでした。結婚式そのものを絵本にして、感謝の物語にゲストを招待することを
ご提案し、新郎新婦さまのやりたい！という想いを全力で受け止め、プラスアルファのご提案をしていくことで、
想像以上の感動を生み出すことができました。また、新婦さまが結婚式を通してイラストと向き合ったことで、
夢であったイラストレーターへ再度挑戦するきっかけになり、意を決して応募した地元のコンペで見事にグラ
ンプリを受賞されました。結婚式には人生を変える力があると改めて実感しました。
受賞者のコメント 一緒に結婚式を創り上げた新郎新婦さまはもちろん、関わって下さったたくさんのスタッ
フのお陰で今回の賞を頂くことが出来たと思っております。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回の結
婚式を通して、新郎新婦さまの想いと真剣に向き合うことで結婚式後の人生までも変えることが出来ると実
感しました。これからも新郎新婦さまと真剣に向き合い、お二人にあったご提案が出来るよう努力してまいり
ます。

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

IKK は、人は財産であるという考え方から、一般的な人材ではなく「人財」という表現に統一しております。経
営理念に基づいた人財の育成を推進し、全支店で年 2 回の理念勉強会の開催、月 2 回の自主勉強会等
を行っております。また、「お客さまの感動のために､ホスピタリティ精神を磨き､挑戦者として行動する人“財”
を評価する」という人事理念を掲げており、こうした外部アワードへの応募や資格取得など、意欲的な取り組
みを推奨しています。

Best50 エントリー2015
本年度より、予選審査の検討の対象となったファイナリストを含む最大 50 件のエントリーが公開され、
IKK よりクリエイティブ賞受賞の内山亜紀を含む計 3 名が選出されました。
店名
名前
テーマ
ララシャンスいわき（いわき支店）
長瀬 有紀子 M&M Airline～ララシャンス発幸福行便～
FOREST WEDDING
キャナルサイドララシャンス（富山支店）
杉森 葉好
GOOD W EDDING AWARD 2015 開催概要
主催
後援
協力
応募資格

応募対象

審査方法
審査基準

賞
審査員
（敬称略･50音順）

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マーケティングパートナーズ）
（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、チームどちらでも構わない。チームの場合は代表者名にて応
募。
ご自身が担当者としてプランニングし、過去 1 年以内（2014 年 4 月 1 日～2015
年 6 月 11 日）に実際に施行した結婚式の中から、最も心に残り、新郎新婦の想
いや要望を最適なかたちで実現したと思う結婚式
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）、クリエイティブ賞・ソウル賞（最大 3 名）
石渡雅浩（『The Professional Wedding』編集長）、おちまさと（プロデューサ
ー）、神本絵里（『ゼクシィ』編集長）、鈴木直樹（リクルートブライダル総研 所
長）、ワキリエ（アートディレクター）
2015 年 4 月 1 日（水）～6 月 11 日（木）21:00 迄
2015 年 8 月 6 日（木）

※ブライダル総研「GOOD WEDDING AWARD 2015」ページより引用、要約
http://bridal-souken.net/mirai_theme04/gwa2015_01.html
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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

ララシャンス迎賓館（宮崎支店）概要
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。バンケットにはオー
プンキッチンを完備し、披露宴の進行に合わせて料理を仕上げてい
きます。旬や産地にこだわり、いつまでも記憶に残る「思い出の料理」
を提供しています。
[開業] 2005 年 10 月、[敷地面積] 5,525 平米、
[アクセス] JR 日豊本線宮崎神宮駅より徒歩約 5 分
宮崎県宮崎市花ヶ島町入道 2206-2
[URL] http://ikk-wed.jp/miyazaki/ [一般からのお問い合わせ電話番号] 0120-05-8877、0985-23-0005
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] 349 百万円（2014 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] 2014 年 10 月期連結売上高 15,346 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/

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

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

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

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

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

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

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

[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/

九州エリア：関連会社

中国・四国エリア

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

[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/

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