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2014年9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8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。

【工藤美桜（PISCA所属）】

イベント「JJフェス」に出演

モデル・タレントの工藤美桜（PISCA所属）がJENNIとJS

ガールのイベント「JJフェス」に出演しました。

【日時】8月3日（日）11：00～19：00 

【場所】新潟ラブラ館

【オフィシャルサイト】

http://jenni.jp/wordpress/jjfes/

【工藤美桜（PISCA所属）】

BANDAI社「アイカツフォンルッ

ク」CMに出演中

モデル・タレントの工藤美桜（PISCA所属）がBANDAI社

「アイカツフォンルック」のCMに出演中です。「アイカツ

フォンルック」はテレビアニメ『アイカツ！』に登場するス

マホ型アイテムです。

【CM情報】

http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsuphonelook/about/

【黒木なつみ】

8月6日（水）ビューティーブック

「Simple Me」（宝島社）発売

モデルの黒木なつみの30歳の誕生日である8月6日

（水）に、ビューティーブック「Simple Me」（宝島社）が発

売されました。

お気に入りコスメをはじめ、オリジナルレシピやブランド

プロデュースのことなど、 黒木なつみの“キレイのヒミ

ツ”が一冊の本になりました。

【橘舞】

8 月 6 日（水）「馬券偏差値を上

げる！ケイバ予備校夏期講

習」出演

タレントの橘舞が8月6日(水) 21:00～22:00オンエアの

WEBテレビグリーンチャンネルの「馬券偏差値を上げ

る！ケイバ予備校夏期講習」に出演しました。

【番組情報】

http://www.gch.jrao.ne.jp/program_horse_racing/racing_keibayobikou_kakikosyu.html
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【KABA．ちゃん】

クマタンのPR大使に就任！8

月21日（木）イベント決定

タレントの KABA.ちゃんがキャラクター『クマタン』の

PR 大使に就任することが決まり、2014 年 8 月 21 日

（木）にキデイランド原宿店にて、就任式を行いまし

た。今回の就任を記念して、同日より、キデイランド

原宿店で『クマタン』の最新グッズの先行発売が開始

されました。

詳しくは、WCJAPAN サイトをご覧下さい。

http://wc-japan.com/news/

【筧美和子】

住岡梨奈ニューシングル「マイ

フレンド/ぼくらの歩む道」ジャ

ケットに登場

モデル・女優の筧美和子が住岡梨奈のニューシングル

「マイフレンド/ぼくらの歩む道」のジャケットに登場しま

す。

共に人気テレビ番組「テラスハウス」に出演し、約5か月

の間共同生活を送った仲である住岡梨奈と卒業後初

のコラボレーションとなります。

女友達との友情を歌った楽曲「マイフレンド」にちなみ、

ジャケット写真に筧美和子が、番組の枠を超えた友人

として登場します。

タイトル：「マイフレンド/ぼくらの歩む道」

発売日：9月17日（水）

価格初回盤(CD+DVD) 1,574円+税

【鎌田安里紗】

カンボジアBLEA中学校開校式

ゲスト参加

モデルの鎌田安里紗が、カンボジアBLEA中学校開校

式にゲストとして参加しました。

現役慶大生でもあり、同世代の女性に向けてファッショ

ンを通じて世界の問題を伝える活動を行っている鎌田

安里紗が、 2014年8月25日（月）～30日（土）に開催さ

れる、「NPO 法人 HERO（ヒーロー）」、ファッション・ヘ

アメイクの専門学校「BLEA（ブレア）」主催のカンボジア

のスタディツアーに参加いたします。

8 月 28 日（木）に、新たに設立されるシェムリアップ州

ポー村の BLEA(ブレア)中学校の開校式にゲストとして

参加するほか、現地で日本文化を伝える一環として、

女子生徒たちに「渋谷メイク」を教えたり、チェキでの撮

影などを行います。
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【仁藤みさき】

映画「ハニー・フラッパーズ」9

月 13 日（土）公開

タレントの仁藤みさきが出演する映画「ハニー・フラッ

パーズ」が 9月13日(土)より遂に公開になります。

ガールズムービーの新境地、眠らない街・六本木を舞

台に、No.1を目指す女性達の真実を描いたサクセスス

トーリーです。女達の身体を張った戦い、それを支える

男達。 生き残るのは誰だ？！

9月13日(土)シネマート六本木他全国公開いたします。

【詳細情報】

http://honeyflappers.com/

【菅由彩子・青山あみ】

舞台「結婚の偏差値Ⅱ」に出

演！

モデル・女優の菅由彩子、モデル・タレントの青山あみ

が舞台「結婚の偏差値Ⅱ」に出演します。

●タイトル

「結婚の偏差値Ⅱ DEAD OR LIVE」

●あらすじ

「結婚の偏差値」のスピンオフストーリー「読モの掟!」で明らか

になった、プレパレーションド・マリアージュ・ジャパンとの戦い

が、いよいよクライマックスを迎えます。

しかし世の中には結婚について悩み行き詰まる女子はまだま

だ蔓延っている! 今回の結婚のテーマは「海外・留学・旅」。舞

台はアイルランド。結婚適齢期を迎えた女子たちの実態を女

子トークでカミングアウト! さらに舞台が海外になり、国際色?!

豊かな女子トークでぶっちぎりです。

●公演日

日時：2014年9月10日(水)～9月23日(火) 

会場：新宿村LIVE（新宿）

●チケット申込み

・菅由彩子のご予約。

https://ticket.corich.jp/apply/57290/120/ （PC用）

http://ticket.corich.jp/apply/57290/120/ （携帯用）

・青山あみのご予約

https://ticket.corich.jp/apply/57290/122/ （PC用）

http://ticket.corich.jp/apply/57290/122/ （携帯用）

【東原亜希】

8 月 雑誌掲載情報

タレントの東原亜希が以下の雑誌に、掲載されました。

8月7日発売 「saita9月号」

8月12日発売 「andGIRL9月号」

8月25日発売 「mamagirl 秋号」

8月28日発売 「SAKURA 秋号」
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【菜々緒】

イベント出演決定

モデル・タレントの菜々緒が以下のイベントに出演しま

す。

●9月6日（土）TOKYO GIRLS COLLECTION 2014 

Autumn/Winter 

http://girlswalker.com/tgc/14aw/

●9月7日(日) TOKYO RUNWAY 2014 Autumn/Winter 

http://tokyo-runway.com/

●9月21日（日）KANSAI COLLECTION 2014

http://www.kansai-collection.net/index.html

●10月1日（水）GirlsAward 2014 Autumn/Winter 

http://girls-award.com

【鈴木優華】

non-no専属モデルに決定

モデルの鈴木優華が「non-no」専属モデルに決定いた

しました。

【筧美和子】

「冬スポ!!WINTER SPORTS 

FESTA14」イメージガールに決

定

モデル・女優の筧美和子が「冬スポ!!WINTER SPORTS 

FESTA14」イメージガールに決定いたしました。

全国40開催される、冬の一大イベント「冬スポ!!ウィン

タースポーツフェスタ」 で、2014年9月中旬～2015年2

月中旬にかけて、TVCMがオンエアされます。
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【大石絵理】

お台場新大陸イベント出演

モデルの大石絵理が8月22日(金)に、フジテレビお台場

新大陸イベント「TOKYO GIRLS COLLECTION by 

girlswalker.com Pray For FUKUSHIMA～笑顔と元気の

ひまわりステージ～supported by GLOBAL WORK」に出

演いたしました。

夕方のニュース番組「Super NEWS」が実施している、復

興支援プロジェクト「ひまわり広場…笑顔のサイクルプ

ロジェクト」の一環でスペシャルイベントが決定いたしま

した。4月に、福島のガールズたちを笑顔に！をテーマ

に開催した「TGC in 福島 2014」で、会場を笑顔で包み

込んだステージが装いを新たにお台場新大陸に帰って

きました。

【お台場新大陸イベント情報】

http://www.fujitv.co.jp/newworld/stage/spevent.html

【トリンドル玲奈】

ViVi10月号の表紙に登場

モデル・女優のトリンドル玲奈が、8月22日（金）発売の

「ViVi」10月号の表紙を飾りました。

【都丸紗也華】

「ヤングマガジン」表紙に登場

タレントの都丸紗也華が8月25日（月）発売の講談社

「ヤングマガジン」39号に表紙・巻頭で初登場いたしまし

た。

」

【筧美和子】

「東京ガールズコレクション

2014 AUTUMN/WINTER」出演

決定

モデル・女優の筧美和子が9月6日（土）にさいたまスー

パーアリーナで行われる 東京ガールズコレクション

2014 AUTUMN/WINTERに出演します。

【詳細情報】

http://girlswalker.com/tgc/14aw/
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【大石絵理】

「東京ガールズコレクション

2014 AUTUMN/WINTER」出演

決定

モデルの大石絵理が、9月6日（土）にさいたまスーパー

アリーナで行われる 東京ガールズコレクション 2014 

AUTUMN/WINTERに出演します。

ブランドステージ名：「MADURO supportd by MEGENCE 

STAGE」

【詳細情報】

http://girlswalker.com/tgc/14aw/

【レアンナ】

「東京ガールズコレクション

2014 AUTUMN/WINTER」出演

決定

モデルのレアンナが、9月6日（土）にさいたまスーパー

アリーナで行われる 東京ガールズコレクション 2014 

AUTUMN/WINTERに出演します。

ブランドステージ名：「TGC`14A/W×LADIVA by 

EDWIN」

【詳細情報】

http://girlswalker.com/tgc/14aw/
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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

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社プラチナムプロダクション 担当：市川

TEL:03-5774-5483 FAX:03-5774-5464
Email:ichi@platinumpro.co.jp


