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2014年7月1日

報道関係各位

株式会社プラチナムプロダクション

株式会社プラチナムプロダクション（東京都渋谷区 代表取締役：瀧澤勉）の、2014年6月のニュー

ス・活動について、下記の通りお知らせいたします。

【KABA.ちゃん】

TV-CM アイフル新CM

「コンビニ・ATM」篇出演

タレントのKABA.ちゃんがアイフル「コンビニ・ATM編」の

CMに出演中です。

アイフル TV-CM情報

http://www.aiful.co.jp/topics/?cid=PF60H900

【KABA.ちゃん】

NHK高校ラジオ講座

（英語表現Ⅰ）レギュラー出演

タレントのKABA.ちゃんが、NHK高校講座「英語表現

Ⅰ」に出演中です。

NHK高校講座「英語表現Ⅰ」

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/radio/r2_eng1/

【松藤和成】

TBS 日曜劇場「ルーズヴェル

ト・ゲーム」出演

俳優の松藤和成が、TBS日曜劇場「ルーズヴェルト・

ゲーム」にイツワ電気野球部員、新田達彦役で出演致

しました。（毎週日曜日よる9時 放送）

「ルーズヴェルト・ゲーム」公式サイト

http://www.tbs.co.jp/ROOSEVELT_GAME/

野球部練習記録

http://www.tbs.co.jp/ROOSEVELT_GAME/team/#main

【菜々緒】

『Victoria 1day by 

candymagic』発売中

モデル・タレントの菜々緒が、イメージモデルを務めて

いるカラーコンタクトレンズである 「candymagic」のお姉

さんブランドである「Victoria 1day by candymagic」が絶

賛発売中です。

「candymagic」公式サイト

http://www.candymagic.jp/
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【弥香】

舞台

「Anytime Anywhere 」出演

モデル・タレントの弥香が、ソラリネ。#12舞台「Anytime 

Anywhere」出演致します。

【舞台詳細】

期間：2014年7月2日(水)～6日(日) 

作・演出：濱田真和

会場：上野ストアハウス(東京都台東区北上野1-6-11 

NORDビルB1) 

チケット予約ページ

(URL:http://ticket.corich.jp/apply/55622/mka/) 

かぶりつき席:5000円(最前列確約・お好きなキャストの

非売品プロマイド/回替わりのお写真をご用意) 

一般席:4200円(自由席) 当日券:4500円(自由席) 

【菜々緒】

「指恋(ゆびこい)～君に贈る

メッセージ～」

DVD、2014 年 9 月 5 日(金)リ

リース

モデル・タレントの菜々緒が出演した、音楽・映像配信

サービス UULA（ウーラ）で配信されたオリジナルドラマ

「指恋(ゆびこい)～君に贈るメッセージ～」の DVD 発売

が決定しました。約 50 分にも及ぶ特典ディスクを封入

し、NG 集や未公開映像も収録されております。

【商品詳細】

タイトル: 「指恋(ゆびこい)～君に贈るメッセージ～」

発売日:2014 年 9 月 5 日(金)セル・レンタル同時発売

商品形態:セル:本編ディスク(120 分)+特典ディスク(約

50 分収録)2 枚組

価格:3,800 円+税

発売元・販売元:エイベックス・ピクチャーズ株式会社

【杉浦亜衣】

「ミス・エアー・ジャパン」を受賞

タレントの杉浦亜衣が、6月14日（土）に開催されました

「2014ミスアースジャパン日本代表選考会」にて準グラ

ンプリとなる「ミス・エアー・ジャパン」を受賞しました。

【東原亜希】

「N. Natural Beauty 

Basic*」のビーチライン「N. 

Beach」発売

モデル・タレントの東原亜希がゲストディレクターを担当

したアパレルブランド「N. Natural Beauty Basic*」のビー

チライン「N. Beach」が、2014年6月12日（木）より各種

ファッション通販サイトなどのWEB SHOPで先行発売、6

月14日（土）より全国の「N. Natural Beauty Basic*」店舗

で発売されました。
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【筧美和子】

フジテレビ、ドラマ

「水球ヤンキース」にレギュ

ラー出演決定

モデル・女優の筧美和子が、7月スタートのフジテレビ

のドラマ「水球ヤンキース」に蘭高校の女子水球部員、

前畑涼子役として出演します。連続ドラマ初となるレ

ギュラー出演です。

【本人のコメント】

お芝居をもっと行っていきたいと思っていたので、このド

ラマのお話を頂いたときすごく嬉しかったです。と同時

に初の連続ドラマで少し緊張もありますが、この夏は水

球ヤンキースに力を尽くしていきたいと思います。

【番組概要】

タイトル：「水球ヤンキース」

放映予定：毎週土曜日、午後11時10分～11時55分

（7月スタート）

【齊藤夢愛・横井寛典】

舞台「刻め、我ガ肌ニ君ノ息吹

ヲ」出演

タレントの齊藤夢愛、横井寛典が、舞台「刻め、我ガ肌

ニ君ノ息吹ヲ」 に出演します。

【舞台詳細】

http://www.sep-planning.com/kizameticket.html

日程：2014年7月16日（水）～21日（月・祝）全9公演

会場：俳優座劇場（六本木）

作・演出：まつだ壱岱

出演者：

太田基裕・前田希美・磯貝龍虎・鳥越裕貴・服部翼・山

下翔央 ・北代高士・栞菜・紅葉美緒・本川翔太・土井一

海・小野一貴・澤田育子・齊藤夢愛・藤嵜亜莉沙・相田

瑠菜・横井寛典・鵜飼主水・中村まい・安藤彩華・小栗

諒・ヒロヤ・青木たかひろ・成瀬隆典 富田翔 ／ 兼崎

健太郎・石坂勇

チケット:前売・当日 5800円(全席指定・税込)

【筧美和子】

JJ 専属モデルに起用

モデル・女優の筧美和子が、JJ専属モデルに起用さ

れ、6月23日発売のJJ8月号（光文社）から登場いたし

ます。

【本人コメント】

憧れだったモデルのお仕事を出来ることになりとっても

嬉しいです。決まったと聞いたときは嬉しくて眠れませ

んでした。(笑) 自信を持って私らしく頑張っていきたいと

思います。応援よろしくお願いします。
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【DJ SHIMA☆YURI】

J-POP MIX CD 第三弾発売

“美人すぎるDJ”としてクラブDJやモデルとして活躍す

るDJ SHIMA☆YURI によるJ-POP MIX CD第三弾が発

売されました。

アルバム詳細

タイトル：J-POP MIX CD

「Lovely Kiss 3 mixed by DJ SHIMA☆YURI with Go Go 

Friends」

発売日：2014年6月25日

定価：1,852円+税

【菜々緒】

ドラマ

”FIRSTCLASS”DVD

発売決定

モデル・タレントの菜々緒が出演する、ドラマ”FIRST 

CLASS”のDVDが 2014年11月28日(金)に発売されま

す。

購入して頂くとマル秘映像が詰まった

特典ディスクが付いてきます。

価格：DVD-BOX 19,000 円(税抜)

【KABA.ちゃん】

神保町花月のイベントに

ゲスト出演決定

タレントのKABA.ちゃんが、神保町花月のイベントに

ゲスト出演することが決定いたしました。概要は下記の

とおりです。

タイトル：野沢直子と小川菜摘の「私を変えていいの

よ！泣いたりしないサマー2014！ てか、冷房ききすぎ

ぢゃね？こっちは頻尿なんだからさ、、チッ、、、in神保

町花月！」

出演：野沢直子、小川菜摘

ゲスト：8月8日 清水ミチコ 8月9日 KABA.ちゃん

日時：[1] 8月8日(金)18:45開場 19:00開演

   [2] 8月9日(土)18:45開場 19:00開演

チケット：前売り2800円、当日3300円

一般チケット発売日：7月1日(火) 

会場：神保町花月(東京都千代田区神田神保町1-23 

神保町シアタービル)
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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


