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2014年3月20日

報道関係各位

株式会社プラチナムプロダクション

おあいては

株式会社プラチナムプロダクション（代表取締役：瀧澤勉）が制作協力を行った、いろは出版株式

会社（京都府代表取締役：木村行伸）の書籍キャンペーンサイト『男は耳で恋をする SPECIAL 

CAMPAIGN！！』（http://hello-iroha.com/news/mimi_koi/campaign/201403/）がオープン致します。

同サイトでは、筧美和子など10人のプラチナムプロダクション所属タレントが登場し、男性が思わ

ずドキッとする「ズキュンフレーズ」のお手本を動画でお披露目します。また、プラチナムプロダク

ション所属アーティストの工藤えみが、キャンペーンのタイアップ曲「Something Love」の提供を行

います。

書籍『男は耳で恋をする』は、2013年3月にいろは出版から発行された恋愛コラムニスト山田周平

さんの著書で、気になる男性を恋に落とす『女の台本』と呼ばれています。著者である山田さんは

男女200人へのインタビューを通じて、男性にオンナを意識させ、オトコの恋心を勝手に走らせてし

まう言葉、「ズキュンフレーズ」があることを発見しました。それらのうち、実際に男性が言われて恋

に落ちてしまったフレーズを厳選してまとめたもので、Twitter等で話題になりました。

本年3月20日にオープンするキャンペーンサイト『男は耳で恋をする SPECIAL CAMPAIGN！！』

では、筧美和子などプラチナムプロダクション所属タレント10人が出演し、“バイトの帰り道”、“一

緒に遊んだ後”、“大事な相談をするとき”、“女として見てほしいとき”、“二人きりになれたとき”等

様々なシーンでの「ズキュンフレーズ」の使い方のお手本を、男性からみた一人称視点の動画で

お披露目しています。女性にとっては恋愛のハウツーが学べる動画に、男性にとっては見るだけ

で妄想が膨らむ至極の映像で、男女ともにお楽しみ頂けます。またサイトオープンを記念して、出

演タレント直筆の“ズキュンフレーズ入り”の書籍を10名様にプレゼントするTwitterでのキャンペー

ンも行います。

気になる男性にオンナを意識させる「ズキュンフレーズ書籍」のスペシャルサイト

『男は耳で恋をする SPECIAL CAMPAIGN!！』がオープン

筧美和子など 10 人の女性タレントが

男を恋にオトすモテテクを動画で披露
3 月 20 日（木）よりサイトオープン

Twitter で応募すると好きなタレントのズキュンフレーズ&サイン入りの書籍が当たる

筧美和子編：バイト先の同期へのズキュンフレーズ「あのとき、実はキュンときてたんだよ」
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【キャンペーンサイト概要】

名称： 『男は耳で恋をする SPECIAL CAMPAIGN!!』

URL： http://hello-iroha.com/news/mimi_koi/campaign/201403/

出演タレント： 筧美和子、喜多陽子、北川富紀子、山下永夏、青山めぐ、小田あさ美、

山田愛梨、芝彰子、杉浦亜衣、西平風香（10名）

出演タレント別ズキュンフレーズ一覧：

筧美和子編 喜多陽子編 北川富紀子編 山下永夏編 青山めぐ編

バイト先の

同期への

ズキュンフレーズ

一緒に

遊んだ後の

ズキュンフレーズ

偶然見かけた

先輩への

ズキュンフレーズ

大事な相談を

するときの

ズキュンフレーズ

仲のいい

男友達への

ズキュンフレーズ

「あのとき、実は

キュンときてたん

だよ」

「帰ったらメール

するね！」

「あまり無理しす

ぎないでください

ね」

「こんなこと、先輩

にしか相談できな

いんです…」

「なんか最近、彼

氏とうまくいってな

いんだよね」

小田あさ美編 山田愛梨編 芝彰子編 杉浦亜衣編 西平風香編

アドバイスを

くれた先輩への

ズキュンフレーズ

女として

見てほしいときの

ズキュンフレーズ

先輩との

帰り道での

ズキュンフレーズ

後輩と映画を

見たときの

ズキュンフレーズ

二人きりに

なれたときの

ズキュンフレーズ

「先輩がいなかっ

たらとっくに辞め

てました」

「私のこと女として

みてくれていない

よね」

「遠回りして帰りま

せんか？」

「今度ってい

つ？」

「この話人に言っ

たの初めてかも」

タイアップ曲： 工藤えみ 『something Love』

【作詞】工藤えみ&mildsalt、【作曲】Koushiro Fukumoto、【編曲】Youichiro Yasuoka

サイトオープン： 2014年3月20日（木）

運営会社： いろは出版株式会社

制作協力： 株式会社プラチナムプロダクション

衣装協力： バロックジャパンリミテッド

AHKAH 神南本店
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【書籍概要】

書名： 『男は耳で恋をする』

著者： 山田周平

発行： いろは出版

発行日： 2013年3月１日

価格： 1200円（税抜）

ページ数：192頁

著者プロフィール：

1977年 、東 京 生 まれ。テレビ・ラジオの放 送 作 家 職 を経 て、2003年 より女 性 向 けモバイル

サイトの企 画 ・運 営 に携 わる。2011年 からはWebライター・コピーライターとして、Webサイト

の企 画 ・ライティングや恋 愛 コラムの執 筆 などを行 っている。

【動画出演タレント概要】

■筧美和子（かけい みわこ）プロフィール

サイズ： T166cm /B89 /W60 /H80 /S23.5cm

生年月日： 1994年 03月 06日

血液型： AB型

趣味： 音楽鑑賞

特技： バレーボール

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/kakei-miwako/

オフィシャル twitter： https://twitter.com/miwakokakei
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■喜多陽子（きた ようこ）プロフィール

サイズ： T155cm /B82 /W58 /H84 /S23.5cm

生年月日： 1993年 01月 17日

出身地： 大阪府

血液型： O型

趣味： ライブ鑑賞

特技： 遠泳、体が柔らかい

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/kita-yoko0117/

■北川富紀子（きたがわ ときこ）プロフィール

サイズ： T162cm /B82 /W59 /H85 /S23cm

生年月日： 1986年 12月 02日

出身地： 大阪府

血液型： A型

特技： ネイル、スノーボード、メイク、イラスト

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/tcc-1202/

■山下永夏（やました はるか）プロフィール

サイズ： T165cm /B75 /W59 /H85 /S24cm

生年月日： 1994年 09月 04日

出身地： 三重県

血液型： B型

趣味： 買い物、犬の散歩

特技： バトミントン、お菓子づくり、より目

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/yamashita-haruka/

オフィシャルtwitter： https://twitter.com/hrpymst
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■青山めぐ（あおやま めぐ）プロフィール

サイズ： T164cm /B87 /W58 /H85 /S24cm

生年月日： 1988年 09月 28日

出身地： 埼玉県

血液型： A型

趣味： 格闘技観戦

特技： 女豹のポーズ、柔道（黒帯）

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/megu-aoyama/

■小田あさ美（おだ あさみ）プロフィール

サイズ： T160cm /B84 /W57 /H81 /S23cm

生年月日： 1988年 09月 14日

出身地： 埼玉県

血液型： B 型

オフィシャルブログ http://ameblo.jp/oda-asami/

オフィシャル twitter： https://twitter.com/odaasami

■山田愛梨（やまだ あいり）プロフィール

サイズ： T162cm /S24cm

生年月日： 1994年 12月 24日

出身地： 長野県

血液型： O型

特技： 水泳、ダンス

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/yamada-airi1224/
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■芝彰子（しば あきこ）プロフィール

サイズ： T166cm /B78 /W58 /H84 /S23.5cm

生年月日： 1991年 12月 21日

出身地： 東京都

血液型： O型

趣味： 料理

特技： ジャズダンス,タップダンス

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/akiidays/

■杉浦亜衣（すぎうら あい）プロフィール

サイズ： T165cm /S24.5cm

生年月日： 1990年 08月 22日

出身地： 愛知県

血液型： B型

特技： 着物の着付け、ポージング

■西平風香（にしひら ふうか）プロフィール

サイズ： T160cm /B75 /W59 /H80 /S23.5cm

生年月日： 1992年 01月 11日

出身地： 神奈川県

血液型： O型

特技： 空手(初段)・バレエ

オフィシャルブログ： http://ameblo.jp/fuukanishihira/
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【アーティスト概要】

■工藤えみ（くどう えみ）プロフィール

サイズ： T157cm /B83 /W56 /H86 /S24cm

生年月日： 1993年 02月 07日

出身地： 大分県

血液型： B型

趣味： 料理

特技： ダンス、バレエ（アジア大会出場経験あり）、書道

2013 年 集英社 「Seven teen」卒業

1st デビューアルバム「月光の夜」リリースで、アーティストデビュー
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■プラチナムプロダクションについて

プラチナムプロダクションは、2000 年創業の東京都渋谷区に本社を置く日本の芸能プロダクション

です。タレント、俳優、モデル、ミュージシャン、スポーツ選手等、総勢 200 名が所属しております。

所属タレントには、若槻千夏、岩佐真悠子、東原亜希、木下優樹菜、袴田吉彦、KABA．ちゃん、

小倉優子、トリンドル玲奈、菜々緒、中村アン等やアーティストの高杉さと美、SilentSiren、

PASSPO☆等がおります。

社名：     株式会社 プラチナムプロダクション

所在地：     〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-26-17 DUPLEX B's10F 

URL：       http://www.platinumproduction.jp

代表取締役：  瀧澤 勉

資本金総額：  22,500,000 円

取引銀行：    三菱東京 UFJ 銀行

従業員数：    40 名

所属者数：    200 名

事業内容：

・芸能プロダクション、モデルプロダクションの経営

・芸能タレント、音楽家、スポーツ選手、インストラクター及び映像技術者の養成並びに

マネジメント

・各種イベントの企画、制作並びにその請負又は委託とその興行

・ラジオ・テレビ放送番組及び映画、ビデオソフト、レコード原盤、録音テープ、コンパクトディスク

等の録音録画物の企画、制作、販売、輸出入

・上記に関する著作権または著作隣接権の取得、管理及び利用

・広告宣伝の代理業

・キャラクター商品（個性的な特徴を有している人物の肖像、署名、愛称等を付したもの）の

企画及びその著作権・意匠権・商標権の管理並びに利用

・上記全般に付帯する一切の業務

関連会社：

株式会社プラチナム・パスポート

株式会社パームエンタテインメント

有限会社プレシャストーンミュージック


