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2014年10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9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。

【塩口量平】

舞台「遥かなる時空の中で5」

出演

タレント・俳優の塩口量平が、舞台「遥かなる時空の中

で5」に出演しました。

期間：2014年9月24日(水)～10月1日(水) 

場所：全労済ホール/スペース・ゼロ

【詳細】

http://www.haruka5-butai.com/

【菜々緒】

「ティファニードラマスペシャル

夏の終わりに、恋をした。」出

演

モデル・タレントの菜々緒が『ティファニードラマスペシャ

ル 夏の終わりに、恋をした。』に竹内七海役で出演し

ました。

●9月26日（金）23:00～23:58 フジテレビ

【詳細】

http://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2014/i/140831-i156.html

【佐久間由衣】

SHIBUYA109

イメージビジュアルに登場

モデルの佐久間由衣が、SHIBUYA109 秋のイメージビ

ジュアルに登場しています。

【詳細】

http://www.shibuya109.jp

http://109news.jp

「KANSAI COLLECTION 2014 

AUTUMN&WINTER」出演

9 月 21 日(日)に開催された「KANSAI COLLECTION 

2014 AUTUMN&WINTER」に所属モデルが多数出演し

ました。

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

●出演 ※五十音順

筧美和子、木下優樹菜

ソンミ 、菜々緒 、星あや 、吉田夏海
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「東京ガールズコレクション

2014 AUTUMN/WINTER」出演

2014年9月6日（土）さいたまスーパーアリーナで行われ

た東京ガールズコレクション 2014 AUTUMN/WINTER

に弊社所属モデルが出演致しました。

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

●出演 ※五十音順

大石絵理、筧美和子、坂本礼美、佐久間由衣

トリンドル玲奈、中村アン、菜々緒、森摩耶

吉田夏海、レアンナ

【菜々緒】

「白ゆき殺人事件」DVD＆

Blu-ray発売

モデル・タレントの菜々緒が、三木典子役で出演してい

る「白ゆき姫殺人事件」のDVD＆ブルーレイが、2014年

9月3日(水)に発売になりました。

【菜々緒】

「指恋（ゆびこい）～君に贈る

メッセージ～」DVD発売！

モデル・タレントの菜々緒が出演しています、UULA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が、9月5日（金）に発売されまし

た。約50分にも及ぶ特典DISCには、キャストイベントや

配信イベントの模様だけではなく、門外不出のNG集や

未公開映像も収録しております。

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）

本編ディスク（120分）＋特典ディスク（約50分収録）2枚

組

【堀有里】

舞台「THE LAST SONG～命

の行進曲～」出演情報

女優の堀有里が、渋谷区文化総合センター大和田・伝

承ホールで、9月5日（金）〜7日（日）に開催された、舞

台 Y Project 第19回プロデュース公演「THE LAST

SONG～命の行進曲～」に出演しました。

＜詳細＞

http://stage.corich.jp/stage_detail.php?stage_id=57612
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【岩佐真悠子】

東映Vシネマ25周年記念作品

「25 NIJYU-GO」出演

女優の岩佐真悠子が、11月1日（土）公開の東映Vシネ

マ25周年記念作品『25 NIJYU-GO』に出演します。

【詳細】

http://nijyu-go.com/

【筧美和子】

「YAKPAK」2014AW

イメージモデルに決定

モデル・女優の筧美和子が、米国NYブルックリン発の

バッグブランド「YAKPAK」の2014AWのイメージモデル

に決定いたしました。

YAKPAKのブランドイメージが筧美和子とリンクすること

で、 ファッショナブルで魅力的なイメージビジュアルに

仕上がりました。 筧は、広告ビジュアルやオフィシャル

WEBサイトなど今シーズンのプロモーション全てに出演

します。

【詳細】

http://www.yakpak.co.jp/

【大見謝葉月】

ミスタードーナツCM

「つくる人食べる人」篇出演中

モデルの大見謝葉月が、Mr.飲茶×陳建一

Premi-Yum「つくる人食べる人」篇に出演中です。

【菜々緒】

GINGER 5th Anniversary 

Event 出演

モデル・タレントの菜々緒が9月20日（土）に渋谷ヒカリ

エ ヒカリエホールで開催された、「GINGER 5th 

Anniversary Event」に出演いたしました。

ファッション誌『GINGER』が今年5周年を迎え、それを記

念してAnniversary Eventを渋谷ヒカリエにて開催。

1周年には、東京ミッドタウン、 3周年には恵比寿ザ・

ガーデンホールで開催した大規模女子会です。

イベントでは、GINGERモデル達が勢ぞろいし 華やか

なファッションショーやトークライブや、スペシャルLIVE

など多彩な催しが行われました。
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【筧美和子】

ロート製薬「極水」

CM出演中

モデル・女優の筧美和子が、ロート製薬の新商品「極

水」のCMに出演しております。

【詳細】

http://www.hadalabo.jp/kiwamizu/?t_uruoi

【筧美和子】

10 月スタートのドラマ

『黒服物語』に出演決定

モデル・女優の筧美和子が、10月スタートのテレビ朝日

系ドラマ『黒服物語』（毎週金曜 23:15～）に、真央役で

出演します。

【詳細】

http://www.tv-asahi.co.jp/kurofuku/

【筧美和子】

DVD発売＆発売イベント

決定！

モデル・女優の筧美和子が出演する「みーこ Miwako 

Kakei 1st DVD」が9月25日（木）に発売されました。発売

イベントは10月5日(日)に開催されます。

【発売イベント概要】

場所：HMVルミネ池袋

時間：13時30分～予定

※筧美和子「みーこ Miwako Kakei 1st DVD 」をご購入いただいたお

客様に先着で「イベント参加券」を1枚お渡しいたします。

※イベント参加には、「イベント参加券」とレシートをお持ちください。

※また、イベント参加券をお持ちのお客様におきましては、イベント当

日に「みーこMiwako Kakei 1st Official Book」をご購入頂きますと 生

写真をプレゼントさせて頂きます。

【詳細】

http://www.hmv.co.jp/store/IKE/

【花ト散るらん】

2ndアルバム 「S×M＝」

全国リリース＆配信開始！

「C.A.N.D.Y」のMVは、

川村ケンスケ氏監修

アーティストの花ト散るらんの2ndアルバム「S×M＝」

が、9月24日(水)より全国リリースを開始し、iTunes・

OTOTOYでも配信を開始いたしました。

iTunes：https://itunes.apple.com/jp/album/s-m/id915240521

OTOTOY ：

http://ototoy.jp/find/?q=花ト散るらん
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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

収録曲「C.A.N.D.Y」のミュージックビデオは、鬼才・川村

ケンスケ氏による監修の元、前衛的で独創性に溢れ

た圧倒的な映像となっております。

http://youtu.be/_KREOu3XcV4

また、メンバーインタビューが、 ミュージック・ダウン

ロード・サイト”OTOTOYに、掲載中です。

http://ototoy.jp/feature/2014092409

【花ト散るらん】

12 月 18 日（木）ワンマンショー

『S×M＝LIVE』チケット販売開

始

アーティストの花ト散るらんの、公演チケットが販売開

始になりました。

●12月18日(木)開催

花ト散るらんワンマンショー

『S×M＝LIVE』@渋谷eggman 

プレイガイドにてチケット販売しております。

【e+(直通URL)】：

http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P

002137751P0030001

LAWSON(Lコード) ：75665 

【溝口裕介】

舞台

「GO,JET!GO!GO!vol.４～

LastDanceForMe!Me!Meee!!!

～」出演

俳優の溝口裕介が、舞台「GO,JET!GO!GO!vol.４～

LastDanceForMe!Me!Meee!!!～」に出演致します。

場所：AQUA studio 

東京都中央区東日本橋3-3-15 

マウンテンビルB1サブロード内

期間：9月26日(金)～10月6日(月) 

＜舞台詳細＞

http://www.airstudio.jp/aquastudio/top_140925.html
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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


