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地域の魅力を生かしたウェディングコンテストで、
ララシャンスのウェディングプランナーが審査員賞を受賞
－ 入賞は全 8 作品、結婚式を「越前和紙」で表現 －
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）が運営するララシャンスベルアミ
―（福井支店）に所属するウェディングプランナーが、「第 2 回ふるさとウェディング・コンクール」で審査員賞
を受賞しました。
本コンクールは一般社団法人 全日本ブライダル協会主催で、家族や身近な人との絆を大切にし、地域の
魅力を生かした挙式・セレモニーのスタイルを「ふるさとウェディング」と称し、観光庁、総務省後援のもと、
「ふるさとウェディング」の社会的風潮を高めることを目的として開催されています。今回は観光庁長官賞 1
名、全日本ブライダル協会賞 2 名、審査員賞 5 名の計 8 名が入賞しました。（ふるさとウェディング・コンク
ール HP より抜粋）
IKK は「お客さまの感動のために、心あたたまるパーソナルウェディングを実現します」という経営理念を掲げ、
新郎新婦さまの想いをテーマウェディングによって実現しております。お客さまの想いを何よりも大切にし、テ
ーマとして表現するためにスタッフ全員の想いをお迎えする全てのお客さまに注ぎます。このような日々の取
り組みが、今回の受賞に至りました。

受賞作品の概要
受賞者：
受賞者： ウェディングプランナー 永渕亜紀子
所属：
所属： ララシャンスベルアミー（福井支店）
作品名（
作品名（都市、
都市、挙式場所）
挙式場所）： 福井の花嫁
（福井県越前市、大瀧神社→ララシャンス）
作品の
作品の概要：
概要：
新郎さま（福井県越前市）と新婦さま（福井県勝山市）にちな
み、越前和紙による招待状や次席表、折りヅルシャワーを作
成。また、お酒が大好きなお二人のために地酒、寿喜娘（越
前市）、一本義（勝山市）を使用したり、「酒」にちなんでサケ入
刀（福井県産、後に握り寿司として使用）など、地域性を生か
した挙式・披露宴を行いました。
受賞者のコメント
受賞者のコメント：
のコメント：
日々プランナーとしてお客さまのお手伝いをさせて頂く中で、
福井県は全国の中でも結婚式という文化を重んじている県だ
と感じています。通常は式場で着付けを行うのが主流なので
すが、早朝から自宅で着付けを行い、仏壇に参ってから家を
出られる新婦さまも多く、非常にご先祖さまやご近所さまとの
つながりを大切にされています。そのような福井県の魅力を、
今回の審査員賞受賞にあたり少しでも多くの方にお伝えできれ
ばと思っています。

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

資料： コンクール応募概要（要約）
主催
後援／協力
テーマ
審査基準

一般社団法人 全日本ブライダル協会
観光庁、総務省 ／ ブライダル産業新聞社
ふるさとウェディング ／ 地域の魅力を生かした挙式スタイル
古くから伝わる伝統を再現したものではなく、新しいアイデア・感覚で作り出したものを
評価します
1. 家での花嫁仕度。近所の人、町、村の人に挨拶して出発！
2. 地域の名所、旧跡、公園などで、想い出に残る挙式を
3. その地域独特の風習を生かした、新鮮で魅力ある演出
4. 披露宴の食事メニューは、地域の物産を盛り込んだおもてなしを
5. 引き出物は、地域の伝統工芸品や民芸品、特産物で地域振興に貢献を
※上記 5 項目のいづれかに該当すればよく、①の花嫁仕度も、家以外の場所でも差し支
えありません

応募資格
応募方法

審査員

ふるさとウェディングを実施した個人・団体
1. 実際の結婚式を DVD に収録し、20～30 分に編集して提出
2. 該当挙式の基本プラン、スケジュール、支出明細、写真、レポート（エピソードなど）
を添付
審査委員長 小山薫堂（放送作家）
假屋崎省吾（華道家）、武居丈二（総務省大臣官房地域力創造審議官）、
瀧本徹（観光庁 観光地域振興部長）、桂由美（全日本ブライダル協会会長）

※ 「第 2 回ふるさとウェディング・コンクール」ホームページより引用
http://www.ajba-civil.or.jp/announce/announce2013_01.html

[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 営業企画部 武曽（むそう）裕之
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
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） 齊藤恭彦・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 2-9-1F
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ララシャンスベルアミー（福井支店） 概要
2009 年 10 月オープン。10,490 平米の広大な敷地に
建つ、完全貸し切りのゲストハウス型婚礼施設。緑の
木々と色鮮やかな花々が彩り、北陸最大級のチャペル
とタイプの異なる 2 つのバンケットを備えます。
福井県福井市高柳町 16 / [電車]JR 北陸本線福井
駅より車で 15 分。[車] 福井北 IC より車で 10 分（駐車
場完備）
http://ikk-wed.jp/fukui/index.html

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] 342,342 千円（2012 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] 2012 年 10 月期連結売上高 13,594 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
[経営方針]
IKK 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 14 か所、関連会社 3 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/

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

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

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

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

※2013 年 11 月開業予定

[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/

[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/

九州エリア：関連会社

四 国 エ リア

スイートヴィラガーデン株式会社
http://suite-vg.jp/

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

株式会社極楽
http://www.4400.jp/
アイケア株式会社
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