
 

1 

2014年5月16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）所属のモデル・タレントの鎌田
か ま だ

安里紗
あ り さ

は、

2014 年 5 月 22・23 日（木・金）に、3×3Labo（東京都千代田区）にて開催される、「なんとかしなきゃ！プ

ロジェクト」運営事務局主催のフェアトレードイベント「フェアトレードをもっと身近に楽しもう フェアトレー

ド・カフェ」に、ゲストとして出演致します。 

本イベントは、5 月 10 日（土）の「世界フェアトレード・デー」ならびに、5 月のフェアトレード月間に合わせ、

フェアトレードと親和性が高い、主に OL・学生の方々に向けて、国内でもできる国際協力展開のプログ

ラムのひとつであるフェアトレードを気軽に、身近に知り・体験することを目的として開催致します。会場

では、フェアトレード商品の案内や試飲、フェアトレード・コーヒーやお茶、ファッションに関するワーク

ショップ、ゲストやタレントを招いたトークセッションを実施され、入場無料で誰でもご入場頂けます。 

鎌田安里紗は、雑誌「EDGE STYLE」（双葉社）のモデルで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ことから、今回ゲスト出演が決まりました。

イベントでは、22 日（木）開催のゲストトークショー「国際協力、始めの一歩〜フェアトレード」で、フリーア

ナウンサーでエシカルコーディネーターの末吉里花さんと対談を行い、23 日（金）開催のフェアトレード・

ファッションスタイリングワークショップでは、鎌田自らがご来場の皆様にフェアトレード・ファッションを活

用したスタイリングのご提案をいたします。 

鎌田は、中学時代より貧困問題に興味を持ち、高校時代から、ファッションを通じた支援活動を行って

まいりました。在学中の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）でも、社会の問題と向き合い、その

解決策を生み出すための研究を行っているほか、4 月には鎌田自身が企画したイベント「HAPPY 

CLOSET～鎌田安里紗プロデュース チャリティーフリマイベント～」を開催し、成功をおさめました。

ファッションを通じ、少しでも多くの女性が世界の問題に目を向けることができるよう、鎌田安里紗は今

後も活動を続けて参ります。 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 

5 月はフェアトレード月間   フェアトレードを身近に感じるイベント開催  

現役慶大生モデルの鎌田安里紗
か ま だ あ り さ

によるエシカルファッションのスタイリングレッスンも  

「フェアトレードをもっと身近に楽しもう   フェアトレード・カフェ」  

3×３Labo（東京都千代田区）にて、2014 年 5月 22・23 日（木・金）開催  
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【イベント詳細】 
 

名称  ：「フェアトレードをもっと身近に楽しもう フェアトレード・カフェ」 

開催日  ：2014 年 5 月 22・23 日（木・金） 

会場  ：３×３Labo（東京都千代田区丸の内 3-2-3 富士ビル 3 階）  

イベント主旨 ：毎年 5 月第二土曜日の「世界フェアトレード・デー」と、5 月のフェアトレード月間に

合わせて、気軽に身近にできる国際協力としてフェアトレードを紹介するイベントを

開催致します。会場内では、フェアトレード商品の案内や、フェアトレード・コーヒー

やお茶の試飲、ファッションに関するワークショップ、ゲストやタレントを招いたトーク

セッションを実施いたします。 

プログラム ：①なんとかしなきゃ!プロジェクトメンバー団体によるフェアトレード商品展示 

なんとかしなきゃ！プロジェクトメンバー団体による、フェアトレード商品の出展、展  

示、物販、試食等。 

 

 ②ゲストトークショー「国際協力、始めの一歩〜フェアトレード」  

 ★鎌田安里紗出演 

 5 月 22 日（木） 19:30〜 

 ゲスト： 

 末吉里花（すえよし りか） フリーアナウンサー、エシカルコーディネーター 
TBS 系「世界ふしぎ発見！」のミステリーハンターほか、オーガニック・コンシェルジュ、オーガ

ニックライフスタイリストの資格を生かし、司会やレポーターもこなす。また、フェアトレードや環

境問題に取り組む活動も積極的に行っている。 

 

鎌田安里紗（かまだ ありさ） モデル 
雑誌「EDGESTYLE」(双葉社)レギュラーモデル。現在、慶応義塾大学 総合政策学部在学中。

10〜20 代の女性向けにチャリティフリーマーケット「HAPPY CLOSET」を開催するなど、ファッ

ションを通じて世界の問題について伝える活動を行っている。 

 

③フェアトレード・ファッションスタイリングワークショップ 

 ●プログラム A：スタイリングレッスン  ★鎌田安里紗出演 

 5 月 23 日（金）19:00〜 

 出演：鎌田安里紗、鈴木 史（People Tree） 

 内容：フェアトレードの洋服や雑貨、小物などをファッションに取り入れるスタイリン

グをお伝えします。全身フェアトレード・ファッションで揃えなくても、ポイントで取り

入れるなど、実際の商品を活用しながらレクチャー致します。 

 

●	 プログラム B:フェアトレード・カフェの楽しみ方 

5 月 23 日（金）20:00〜 

内容：フェアトレード・コーヒーのエキスパートによる 

フェアトレード・コーヒーの楽しみ方をレクチャー 

参加費  ：入場無料 

事前登録者には、先着 100 名にフレーバーティもしくはコーヒーのプレゼントがあり

ます。お申し込みなしで当日のご来場も可能です。 

  事前登録：http://nantokashinakya.jp/projects/lp/fair_trade.php 

主催者  ：なんとかしなきゃ！プロジェクト運営事務局 

イベントに関する ：なんとかしなきゃ！プロジェクト運営事務局 

お問い合わせ 	 TEL: 03-5226-9666  E-mail: info@nantokashinakya.jp 
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【「なんとかしなきゃ！プロジェクト」とは】 

 

発展途上国の抱える多くの問題を、一人でも多くの方に

知ってもらい、その解決を目指す国際協力の必要性を社

会全体で共有して行きたい。そんな思いを共有する人、団

体などが協力して進めるのが「なんとかしなきゃ！プロ

ジェクト」です。 国際協力に関心の高い著名人や国際機関、

NGO などそれぞれのプレイヤーが、さまざまな場面やメ

ディアを通じ、広く情報を発信。ひとりひとりが国際協力の

重要性を自分のこととして捉え、それぞれの立場でできる

形で国際協力に参加する、そんなきっかけ作りを目指しま

す。 

 

 

実行委員会 

・	 特定非営利法人 国際協 NGO センター（JANIC） 

・	 独立行政法人 国際協力機構(JICA) 

・	 国連開発計画（UNDP） 駐日代表事務所 

 

アドバイザリーメンバー 

・	 国際協力に携わる NGO/NPO、企業、有識者等の方々 

 

実行委員会事務局 

・	 独立行政法人国際協力機構（JICA）広報室 
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■鎌田安里紗（かまだ ありさ） プロフィール 

生年月日： 1992 年 7 月 21 日 

サイズ：  T153cm /B75 /W57 /H85 /S23.5cm 

出身地：  徳島県 

血液型：  A型 

特技：  書道・人の話を聞くこと・暗記  

趣味：  旅、料理、アウトドア、読書 

 

Ameba Blog : http://ameblo.jp/aritann-blog/ 

CROOZ Blog : http://blog.crooz.jp/aritann/ 

 

 

雑誌「EDGESTYLE」(双葉社)レギュラーモデル。 

現在、慶応義塾大学 総合政策学部在学中。 

中学時代より貧困問題に興味を持ち、高校時代にはＮＧＯ「ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン」

と協力し、フィリピンの女性たちが作ったファッション雑貨を販売するなどファッションを通じての支援活

動を行ってきた。現在在学中の慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）でも、社会の問題と向き合い、

その解決策を生み出すための研究を行っているほか、4月には女性の人権、食糧問題、環境や貧困問

題など世界で起こる様々な問題を考えるきっかけを作ることを願い「HAPPY CLOSET～鎌田安里紗プ

ロデュース チャリティーフリマイベント～」を自ら企画し、開催、売上総額は91,000円で、プランジャパン、

グローバルヴィレッジ、ハンガーフリーワールド等、支援機関に全額寄付を行った。 

 

〈その他活動〉 

・アパレルブランド『COCOLULU』ヴィジュアルモデル 

・『COCOLULU』渋谷１０９ショップ店員～2013年11月まで 

・専門学校ブレア 高等部 非常勤講師（英語担当） 

・国際協力活動（フェアートレード商品の制作など） 

 

〈テレビ〉 

フジテレビ「ネプリーグ」「ウチくる！？」「笑っていいとも！」 

テレビ朝日 「超タイムショック 芸能人クイズ王決定戦スペシャル１２」 

読売テレビ「増刊 たかじんのそこまで言って委員会」 

関西テレビ「義務キョーイQ」 

 

〈雑誌〉 

 「Ranzuki」（ぶんか社）レギュラーモデル ～2013年10月まで 
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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 

 

 

 


