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2014年6月12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*」の水着〝2014 ビーチライン「N. Beach」〟が、

2014 年 6 月 14 日（土）から全国の「N. Natural Beauty Basic*」店舗で一斉発売されます。先行販売は、6 月

12 日（木）から ZOZOTOWN などの各種ファッション通販サイトにて行われます。

東原亜希は、現在二児の母・主婦タレント、モデルとして幅広く活躍中で、ファッション・美容・健康トレンドに

も詳しく、ブログや雑誌等を通じた情報発信は常に注目されています。

「N. Natural Beauty Basic*」の2014 ビーチライン「N.Beach」は、デザイナーにGREED Internationalの山田あ

ゆみ氏、ゲストディレクターを東原が担当した三者コラボレーション商品です。

「N. Natural Beauty Basic*」では、20１１年以降、同三者コラボレーションのアウターや水着を展開しており、

昨年夏の2013 ビーチラインは全店舗で発売から即完売するなど、毎シーズン注目を集めています。

2014 ビーチライン「N. Beach」は、エレガントでレトロな雰囲気で人気の「ビスチェビキニ」をはじめ、今年旬で

あるメッシュ素材で仕上げた「バンドゥービキニ」や、ママである東原ならではの視点を活かし、子供を抱っこ

しなくてはいけないママにも安心のワンピースタイプなど、デザイン性と着やすさにこだわった、上品で遊び

心を兼ね備えた大人のビーチスタイルを提案しています。

「N. Beach - Collaboration of GREED International Ayumi Yamada × Aki Higashihara」

プラチナムタレント東原亜希がゲストディレクターとして参加したオリジナル商品

アパレルブランド「N. Natural Beauty Basic*」ビーチライン「N. Beach」

2014 年 6 月 12 日（木）より WEB で先行発売、6 月 14 日（土）より全国店舗で一斉発売
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【N. Natural Beauty Basic* 2014 ビーチライン「N. Beach」発売概要】

＜名称＞

「N. Beach - Collaboration of GREED International Ayumi Yamada × Aki Higashihara」

＜発売概要＞

2014 年 6 月 12 日（木）～ WEB SHOP 先行発売  

＜WEB SHOP 一覧＞ 

SELECSONIC 、ZOZOTOWN 、fashionwalker 、MAGASEEK 、i Lumine 、FLAG SHOP 、BUY! BAILA 、

GET MORE! 、SELECT SQUARE 

＜発売日＞

2014 年 6 月 14 日(土)～ N. SHOP 全国一斉発売  

＜N. SHOP 一覧＞

大丸札幌店 、松坂屋名古屋店 、大丸京都店 、大丸神戸店 、銀座インズ店 、横浜相鉄ジョイナス店 、

恵比寿アトレ店 、池袋パルコ店 、ルミネエスト新宿店 、二子玉川ライズ店 、天王寺ミオ店 、

アミュプラザ博多店 

※ N. Natural Beauty Basic* では、全店舗で「代引き配送」による通信販売も行っております。 代引き手数

料は店舗により異なります。詳しくは各店舗スタッフへお尋ね下さい。  

※ 今回 N.のビーチウェアをお買上げの皆様にもれなく「オリジナルビーチサンダル」をプレゼント。N. SHOP

でお買上げのお客様はピンク、ブルー、グリーンの中からお選び頂けます。 タイミングによりカラーをお

選び頂けない場合がございます。 WEB SHOP でお買上げのお客様はピンクの１カラーのみとなります。 

予めご了承くださいませ。

≪ Mesh Bandeau bikini (ﾒｯｼｭﾊﾞﾝﾄﾞｩｰﾋﾞｷﾆ) ≫ 

●問い合わせ：No.166-199610

 ●価格：￥9,250 ( ＋税 )

 ●Color：ﾌﾞﾗｯｸ×ｸﾞﾘｰﾝ、ﾋﾟﾝｸ×ﾈｲﾋﾞｰ、ｵﾚﾝｼﾞ×ﾌﾞﾙｰ

 ●Size：FREE 

●素材：表生地 ポリエステル 83%、ポリウレタン 17%、

レース部分 ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%、

裏生地 ナイロン 100%  

●昨年大変ご好評いただいたバンドゥービキニを、旬なメッ

シュレースで仕上げました。 ボリュームたっぷりなレースとビ

ビットなバイカラーはビーチでも一際目を引く組み合わせ。 今年は水着も上下別々の色や柄を組み合わせて

自分流にコーディネートするのがオススメ。 上下バイカラーといったスタイルも手軽に挑戦できます。 もちろん

シンプルなデザインだからこそお手持ちの水着とも組み合わせても楽しめる 1 着です。
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◆≪Ribbon Bandeau bikini (ﾘﾎﾞﾝﾊﾞﾝﾄﾞｩｰﾋﾞｷﾆ) ≫

 ●問い合わせ：No.166-199607 

●価格：￥9,250 ( ＋税 ) 

●Color：ﾌﾞﾗｯｸ、ﾋﾟﾝｸ、ﾈｲﾋﾞ  ー

●Size：FREE 

●素材：表生地 ポリエステル 83%、ポリウレタン 17%、

裏生地 ナイロン 100%  

●ベーシックな前縛り風のバンドゥービキニは胸元のリボンがポイン

ト。 リゾートでも映える N.オリジナルの大きめフラワープリントを、日本人女性の肌に合う 3 カラーで展開。 取

り外しができるこだわりの細く華奢な肩紐が、より女性らしく大人な印象に。 

◆≪ Bustier Bikini (ﾋﾞｽﾁｪﾋﾞｷﾆ) ≫ 

●問い合わせ：No.166-199613 

●価格：￥9,250 ( ＋税 ) 

●Color：ﾌﾞﾗｯｸ(花柄)、ﾋﾟﾝｸ(花柄)、

ﾈｲﾋﾞｰ(ﾖｯﾄ柄)、ｵﾚﾝｼﾞ(ﾖｯﾄ柄) 

●Size：FREE 

●素材：表生地 ポリエステル 83%、ポリウレタン 17%、

裏生地 ナイロン 100%

  ●トレンドのビスチェタイプのビキニは、どこかレトロな雰囲気のヨット柄と 、リゾートにもぴったりの大きめフラ

ワープリントそれぞれ 2 色ずつ 4 種類からお選びいただけます。 ビスチェタイプは、より胸元をキレイに見せ

て着て頂きたい！というこだわりから、 サイズ調整用の厚めなパットを入れています。もちろん取り外しが出

来るので、 ご自身に合ったものに変えたり、取り出してお使い頂くことが可能です。

 

◆≪ Bustier One-piece (ﾋﾞｽﾁｪﾜﾝﾋﾟｰｽ) ≫

 ●問い合わせ：No.166-199616 

●価格：￥9,250 ( ＋税 )

 ●Color：ﾈｲﾋﾞｰ(ﾖｯﾄ柄) 

●Size：FREE 

●素材：表生地 ポリエステル 83%、ポリウレタン 17%、

裏生地 ナイロン 100%  

●レトロブーム到来で人気急上昇中のワンピースタイプ。バックコンシャスなデザインで大人可愛く着こなせ

ます。 トレンドというだけでなく、マリンスポーツや子供を抱っこしなくてはいけないママさんにも安心のデザイ

ン。 ビスチェディテールが、ショートパンツなどで合わせるタウンユースのコーディネートとも相性が良く、こち

らもサイズ調整用の厚めなパットを入れています。もちろん取り外しが出来るので、 ご自身に合ったものに変

えて、取り出してお使い頂くことが可能です。 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■東原亜希（ひがしはら あき） プロフィール

生年月日： 1982 年 11 月 11 日

サイズ： T165cm / S24.5cm

出身地： 神奈川県

血液型： A型

公式ブログ：http://ameblo.jp/higashihara-aki/

神奈川県横須賀市出身。

2008年に柔道家 井上康生氏と結婚。

2009年スコットランドのエディンバラに留学し、5月に長女を出産。

2010年9月に帰国し、11月に長男を出産。

現在は2児の母・主婦タレントとして活躍中。

イトーヨーカドーコラボ商品「BODY COOLER、日傘、UV手袋」 発売中。

テレビ朝日「キラ☆キラGirly mama」レギュラー出演中（毎週金曜26:45～27:15）。

【経歴】

・2003年度 アサヒビールイメージガール

・2003～2006年 CX系「ＳＲＳ」4代目格闘ビジュアルクイーン

・2007年 「ブログオブザイヤー」受賞

・2008年 「ベスト アサイーニスト」受賞

【雑誌】

・saita （セブン＆アイ出版） レギュラー出演中

・mamagirl (エムオン・エンタテイメント)、SAKURA (小学館) など

【書籍】

・「東原亜希のHAPPY LIFE」（宝島社）

・DVD付きムック「東原亜希の骨盤やせ美脚ダイエット」（セブン＆アイ出版）

・「東原亜希のStyle Book」（ワニブックス）

・「東原亜希のHAPPY BOX♥」（KKベストセラーズ）

・「東原亜希のハートフルウェディング」（ワニブックス）

・「ひがしはらですが？」（ワニブックス）

・1st写真集「easy to easy」（ワニブックス）

【ドラマ】

・CX 「CAとお呼びっ！」雪野香織役

・CX 「アテンションプリーズ」第一話ゲスト出演

・CX 「小早川伸木の恋」奈緒美役
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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


