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2014年4月9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）の関連会社、プラチナム・パスポート所属の

ガールズユニット「predia(プレディア)」は、2014年8月のメジャーデビュー決定を記念し、インディーズ時

代の総決算として、2014年4月9日(水)にベストアルバムを発売致します。

「predia(プレディア)」は「ダイヤ（dia）の原石（pre）」の頭文字から名付けられた、個性豊かな全10人のメ

ンバーから構成された『大人系セクシーユニット』です。ライブは「party（パーティ）」と呼ばれ、類をみな

いゴージャス感と高いビジュアルレベル、確かな歌唱力と、華やかかつ洗練されたパフォーマンスが見

る者を魅了するとファンから高い支持を得てきました。ダンスは全てハイヒールで行われ、ステージを更

に華やかに彩ります。現在までに、CDシングルを5枚、CDアルバムを2枚、ライブDVDを1枚リリースして

おります。

今回発売するベストアルバム、「Best of predia 2010-2013 ～Reception～」は、CDとライブDVDの二枚

組となっております。2010年の結成から現在までの曲を厳選して収録しており、タイトルには、今までの

アルバムのタイトルであったInvitationの「招待」、Escort Meの「導き」を経て、成長したprediaからファン

へのメッセージとして、Reception「歓迎」の意味を込めました。CD収録曲は全18曲で、曲順はメンバー

自身の提案で構成、「Crazy Cat」、「Hey Now!!」など、アルバム未収録のシングル曲に加え、party（ライ

ブ）の定番曲である「Going to Ride」、「DIAMOND HIGH HEELS」、「Free」はリミックス音源を収録してい

ます。さらに3周年partyで披露した新曲、「願い」が、このCDで初めて音源化されました。ライブDVDに

は2012年のライブ「predia party」から9曲が収録されております。

2014 年 8 月にメジャーデビューが決定！！

プラチナムパスポートの大人系セクシーユニット「predia
プ レ デ ィ ア

」

インディーズ時代の総決算ベストアルバム
「Best of predia 2010-2013 ～Reception～」

2014 年 4 月 9 日（水）発売開始

「Best of predia 2010-2013 ～Reception～」ジャケット写真
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【ベストアルバム概要】

タイトル： 「Best of predia 2010-2013 ～Reception～」

発売日： 2014年4月9日

価格： 4,000円(税込)

形態： CD・DVD2枚組

発売元： プラチナム・パスポート

販売元： PCI MUSIC

収録曲：

【prediaについて】

「predia(プレディア)」は「ダイヤ（dia）の原石（pre）」の頭文字から名付けられた、個性豊かな全10人のメン

バーから構成された、『大人系セクシーユニット』です。ライブは「party（パーティ）」と呼ばれ、類をみないゴー

ジャス感と高いビジュアルレベル、確かな歌唱力と、華やかかつ洗練されたパフォーマンスが見る者を魅了

するとファンから高い支持を得てきました。ダンスは全てハイヒールで行われ、ステージを更に華やかに彩り

ます。現在までに、CDシングルを5枚、CDアルバムを2枚リリース。2013年は初のSHIBUYA-AXでのライブ

「ワンマンparty」を開催するなど精力的に活動し、リリースした2枚のシングルは、それぞれオリコンイン

ディーズウィークリーチャートで2位を獲得しました。また、初のLIVE DVDとなる、「predia LIVE DVD 

SHIBUYA-AX PARTY ON MAY 3, 2013」もリリース。そして2014年2月22日に、2014年、念願であったメジャー

デビューを発表し、2014年3月30日のライブpartyで日本クラウンから2014年8月のメジャーデビューを発表、

さらに新メンバー前田ゆうの加入を発表致しました。2014年、プラチナム・パスポート一押しのガールズユ

ニットです。

DVD ～ predia party 2012 ～

1, Sparkring

2, HEY BOY

3, image

4, you slipped away

5, Re:start game

6, Dream Of Love

7, Dia Love

8, DIAMOND HIGH HEELS

9, Melty Snow

CD Best of predia 2010-2013 ～Reception～

1. Crazy Cat

2. HEY BOY

3. Sparkring

4. Sunburned Heart

5. Free(Remix)

6. シルキーレイン

7. one more yesterday

8. Dia Love

9. DIAMOND HIGH HEELS(Remix)

10. you slipped away

11. Hey Now!!

12. ふたり記念日

13. Dream Of Love

14. image

15. Going to Ride(Remix)

16. 願い

17. Mid9t Luv

18. きみみたいに
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〈経歴〉

・2010 年、結成

・同年11月、morph-tokyoにてお披露目

・渋谷マウントレーニアホールで定期的に「party」を開催

・2013年5月3日、SHIBUYA-AXにて「ワンマンparty」を開催

・2014 年度開催の「party」は全チケット完売を記録

〈TV〉

・TBS 「CDTV」 2013年ニューカマーアーティスト

・日本テレビ 「新進気鋭」

・日本テレビ 「ポシュレ」 他多数

＜ラジオ＞

・インターFM 「76 RECORDS」

・NACK5 「～１DOL SHOWCASE～i-SAn!!」

・文化放送 「リッスン?～Live 4 Life～」 他多数

＜雑誌＞

・「BoMB」、「TOP YELL」、「アスキー」他多数

＜Web＞

・prediaの「大人のしゃべり場へようこそ」（アメスタ毎週木曜レギュラー）

＜シングル＞

・2011年1月26日 1st「Dia Love」リリース

・2011年7月20日 2nd「Dream Of Love」リリース

・2011年11月23日 3rd「ハニーB」リリース

・2013年4月17日 4th「Crazy Cat」リリース

・2013年8月27日 5th「Hey Now!!」リリース

＜アルバム＞

・2012年3月28日 「Invitation」リリース

・2012年12月12日 「Escort me?」リリース

・2014年4月9日 「Best of predia 2010-2013 ～Reception～」リリース

＜DVD＞

・2013年10月7日 「predia LIVE DVD SHIBUYA-AX PARTY ON MAY 3, 2013」リリース



4

【メンバープロフィール】

■湊あかね プロフィール

ニックネーム： あかねん

生年月日： 1990 年 3 月 20 日

身長/血液型： 162cm / AB 型

特技： うたまね、ドラム

prediaの男前担当。抜群の歌唱力を生かした、迫力ある

パフォーマンスが持ち味。その歌唱力を生かしたうたまねで、

NTV「ものまねグランプリ」に継続出演中。

■村上瑠美奈 プロフィール

ニックネーム： るみな

生年月日： 1989年11月8日

身長/血液型： 162cm / O 型

特技： 三味線、競泳、ダンス

prediaの高飛車担当。歌、ダンス、ビジュアル全てを兼ね備えた

prediaのエース。振り入れなども行う。

競泳でジュニアオリンピックにも出場した経験を持つ。

演技力にも定評があり、prediaの活動のほかに

ドラマなど女優、そしてモデルとしても活動中。

■青山玲子 プロフィール

ニックネーム： れいちゃん

生年月日： 1987年3月3日

身長/血液型： 165cm / B 型

特技： どんな言葉もセクシーにできる、執筆活動

prediaのセクシー担当。

2010年トリンプ・イメージガールを務め、

モデル・女優としても活躍している。

prediaではダンサーを務め、持ち前のセクシーさで

ステージにより華やかさを演出している。

どんな言葉もセクシーにできる特技は必見。

ラジオでは台本の作成も担当。
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■水野まい プロフィール

ニックネーム： まいまい

生年月日： 1988年8月26日

身長/血液型： 164cm / O 型

特技： 人間釣り

prediaのカッコイイ担当。

長い手足を生かした切れのあるダンスで

prediaのパフォーマンスをリードする一人。

ファンへの対応は随一で、「釣り師」として知られている。

元 OL という経歴を生かし、predia のまとめ役を務める。

■岡村明奈 プロフィール

ニックネーム： あっきー

生年月日： 1986年12月26日

身長/血液型： 160cm / A 型

特技： サイクリング、健康食材集め

prediaのカワイイ担当。

スポーツ万能であり、小柄ながらも、

迫力のある力強いダンスを見せる。

タカラトミーのイメージガール、

ジェンガールとしても2013年より2年連続で活動中。

ジェンガの達人でもある。

■桜子 プロフィール

ニックネーム： さくらちょ

生年月日： 1990年8月8日

身長/血液型： 156cm / O 型

特技： ゲーム全般

predia のギャル担当。

「日テレジェニック2012」視聴者投票第１位にも

選ばれたとおり、小柄ながらも抜群の

プロモーションを誇っている。

NTV「ヒルナンデス」等、数多くの番組に出演。

「FUJI★7GIRLS」としても活動中。
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■林弓束 プロフィール

ニックネーム： ゆったん

生年月日： 1987年1月25日

身長/血液型： 161cm / O 型

趣味： ダイエット 特技；リバウンド

prediaのバラエティ担当。

「サンデージャポン」など数多くのバラエティに

出演し、そこで磨かれたMCでメンバーを引っ張る。

しかし実際はいつもいじる側ではなく、いじられる側となっている。

■松本ルナ プロフィール

ニックネーム： ルナルナ

生年月日： 1990年1月23日

身長/血液型： 164cm / A 型

特技： スベること、ワッショイ

prediaのムードメーカー。

スレンダーな体と、肌の白さには自信をもっている。

関西出身で常に明るい。しかし笑いのセンスがなく、

メンバーには「関西のおばちゃん」として親しまれている。

prediaでは安定した歌唱力と独特なハスキーボイス、

トークでは常にスベリ芸を見せている

■沢口けいこ プロフィール

ニックネーム： けいたん

生年月日： 1991年11月29日

身長/血液型： 160cm / O 型

特技： ピアノ

predia最年少メンバー。

マイペースだが、最年少を感じさせない

ダンスパフォーマンスには定評がある。

テレビ東京「解禁！暴露ナイト」P GIRLS、

藤商事「FUJI★7GIRLS」としても活躍中
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■前田ゆう プロフィール

ニックネーム： ゆうちゃん

生年月日: 1989年4月20日

身長/血液型： 166cm / A 型

特技： バッティング

2014年3月30日に新加入するメンバー。

2014年オートサロンイメージガール。

抜群のプロポーションを生かしたダンスを武器にする。

関西出身で強烈な個性をもち、

一緒にいる人間を異空間につれこむトークを展開する。
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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


