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サプライズで感動的なプロポーズを無償でお手伝いする特別キャン ペーン
富山初“恋人の聖地”サテライト 認定記念
「プロポーズ大作戦」を実施。7 月 5 日より募集開始
－ 富山市のゲストハウス型婚礼施設・キャナルサイドララシャンスにて －
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）が運営するキャナルサイドララシ
ャンス（IKK 富山支店）は、プロポーズにふさわしいスポットである“恋人の聖地”に富山県で初めて認定され
たことを記念して、サプライズで感動的なプロポーズを無償でお手伝いする特別キャンペーン「プロポーズ大
作戦」を実施します。募集開始は 7 月 5 日（土）で、一世一代のプロポーズを考えている男性をはじめ、逆プ
ロポーズを狙っている女性からの申し込みも受け付けています。

「プロポーズ大作戦」キャンペーンの経緯
当施設のブライダルフェアなどにお越しいただいたカップルの方とお話ししていると、「彼女に内緒で感動的
な一世一代のプロポーズにしたいのでサポートしてほしい」という男性からのリクエストや、「彼はプロポーズを
したというがされた記憶がない」といった女性からの不満の声を伺うことが少なくありません。こうした声を踏ま
えて、当施設では思い出に残るプロポーズのサポートに力を入れており、本年 5 月には富山県初となる「恋
人の聖地」サテライトの認定を受けることができました。「プロポーズにふさわしいデートスポット」としてのお墨
付きをいただいたことで、プロポーズのさらなるサポートの強化に向けて本キャンペーンを企画しました。

お手伝いするサプライズで感動的なプロポーズの一例
-カップルがウェディングプランナーの案内でチャペルを見
学していると突然スクリーンが下りてきて、おふたりの付き
合いはじめから現在までの思い出の写真がスライドショー
で次々に流れます。終了と同時に暗転しスポットライトが
おふたりに当たり、プロポーズのロマンティックなシチュエー
ションがセッティングされます。無事プロポーズを終えてチ
ャペルを出ると、スタッフが階段脇に整列していてフラワー
シャワーで成功を祝福してくれます- 当ケースでは、男性
がウェディングプランナーと事前に相談しておくことで実施
することが可能です。おふたりが好きな映画のワンシーン
をモチーフに演出したり、どちらかの誕生日にあわせて実
施することもできます。

ララシャンスのチャペルを使用したプロポ
ーズも行えます（イメージ写真）

当施設支配人のコメント
当施設の支配人である松本将太は次のようにコメントしています。「日常の延長で何気なくプロポーズしてし
まってやり直したいという方や、環水公園のロマンティックなロケーションで行いたい方、サプライズを演出した
い方など男女を問わず気軽にご相談ください。おふたりの良き思い出になりますように、スタッフ一同全力で
感動的なプロポーズをお手伝いさせていただきます。」
http://www.ikk-grp.jp/

「プロポーズ大作戦」キャンペーンの概要
募集開始
2014 年 7 月 5 日（土）
実施期間
8 月 31 日（日）まで
実施内容
当施設のチャペル、バンケットやガーデン、また環水公園などでのプロポーズを、事
前の打ち合わせに基づいて無償で支援します。
対象
プロポーズをご検討されている方
申し込み方法
ホームページから http://ikk-wed.jp/toyama/
または、電話 0120-838-132

恋人の聖地プロジェクト、および認定について
当プロジェクトは NPO 法人地域活性化支援センターが国
内の観光スポットを恋人の聖地として選定する取り組みで
す。IKK は、当プロジェクトのコンセプトである地域活性化、
ならびに非婚化・未婚化の進行による少子化問題への貢
献に賛同し、隣接する環水公園と調和した自然豊かな敷
地、環境を確保している点などが評価され、本年 5 月 1 日
にプロポーズにふさわしいデートスポットとして、恋人の聖地
サテライトの認定を受けました。なお当プロジェクトには、
「恋人の聖地」と「恋人の聖地サテライト」の 2 種類があり、それぞれ 127 スポット、59 スポットがあります（当
広報発表時点。当施設を含む）。詳しくは次の URL でご覧いただけます。
http://www.seichi.net/seichi.php

[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 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

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
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キャナルサイドララシャンス（富山支店） 施設概要
親水公園である富山県富岩運河環水公園のほとりに位置
することから、3 ヵ所すべてのバンケットにプール付のプライ
ベートガーデンを備えており、水辺にちなんだ演出やおもて
なしができるのが特長です。また、2014 年 5 月 1 日より、
富山県初の「恋人の聖地」に認定されています。
[開業] 2005 年 10 月
[敷地面積] 9,339 平米
[設備] チャペル 1、オープンキッチン付きバンケット 3 ほか
[アクセス] JR 北陸本線富山駅より車で 3 分
[住所] 富山県富山市木場町 4-1
[URL] http://ikk-wed.jp/toyama/
[一般からのお問い合わせ電話番号] 0120-838-132
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/

[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/

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

中国・四国エリア

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

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

九州エリア：関連会社

※2015 年早春開業予定

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

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

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/
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