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2014年12月3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11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。

【Silent Siren】

福島放送

「サイレントサイレンと。」

放送中

ガールズバンドのSirent Sirenが、福島放送にて初のテレ

ビ冠番組となるバラエティ番組「サイレントサイレンと。」を

10月4日（金）から放送しています。

放送時間は毎週金曜日、24時20分〜24時36分です。

【Silent Siren】

テレ朝動画

「サイサイてれび！〜お

ちゃの娘サイサイ」配信ス

タート

ガールズバンドのSirent Sirenが、10月3日（木）より、テレ

朝動画『サイサイテレビ〜おちゃの娘サイサイ〜』に出演し

ております。動画は、毎週木曜夕方に配信しています。

【佐久間由衣】

11月1日（土）発売

「RUBYPAPER issue 04」に

登場

モデルの佐久間由衣が、11月1日（土）発売の

「RUBYPAPER issue 04」に登場しました。

「RUBYPAPER」は、ファッション、アート、音楽、人物を独自

のスタンスでリンクさせたジェンダーレスで新しいスタイル

のヴィジュアルペーパーです。

【都丸紗也華】

11 月 1 日（土）発売

「ヤングマガジン」49 号

表紙・巻頭に初登場

アイドルの都丸紗也華が、11月1日（土）発売の講談社「ヤ

ングマガジン」49号に表紙・巻頭で初登場いたしました。
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【佐久間由衣】

.fatale「JUST LIKE 

HONEYEE」に登場

モデルの佐久間由衣が「JUST LIKE HONEYEE」 に登場し

ております。

【詳細】

http://fatale.honeyee.com/style/feature/2014/winterstyle/

【筧美和子】

「琉球アジアコレクション

2014」に出演

モデル・女優の筧美和子が、11月15日（土）に豊崎海浜公

園多目的広場で開催された「琉球アジアコレクション2014」

に出演致しました。

【横井寛典】

ミュージカル「忍たま乱太

郎」第6弾～凶悪なる幻

影！～に出演

俳優の横井寛典が、ミュージカル「忍たま乱太郎」第6弾～

凶悪なる幻影！～に出演致します。

期間：2015 年 1 月 9 日(金)～1 月 23 日(金) 

会場：サンシャイン劇場

【詳細】

http://www.musical-nintama.com/

【菜々緒】

TBS1 月期ドラマ「まっしろ」

に出演決定

モデル・女優の菜々緒が、2015年1月より放送予定のTBS

ドラマ「まっしろ」（毎週火曜22:00～）への出演が決定しまし

た。

【詳細】

http://www.tbs.co.jp/masshiro2015/
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【筧美和子】

「第7回日本シューズベストドレッ

サー賞」大賞受賞

モデル・女優の筧美和子が、第7回日本シューズベ

ストドレッサー賞大賞を見事受賞しました。

記念品として受賞者がオリジナルデザインをした革

靴が贈呈されました。

また、関連イベントとして、11月29日（土）に台東区玉

姫稲荷神社にて行われた、第40回「靴のめぐみ祭り

市」にて、贈呈のオリジナルの靴を履いてファッショ

ンショーイベントに参加致しました。

【岡崎和寛】

ミュージカル『テニスの王子様』

コンサート Dream Live 

2014 に出演

俳優の岡崎和寛が11月に神戸ワールド記念ホー

ル、さいたまスーパーアリーナで開催された、ミュー

ジカル「テニスの王子様」コンサートDream Live 2014

に出演致しました。

【詳細】

http://www.tennimu.com/play_dl2014/

【坂本礼美】

「JELLY」1 月号（ぶんか社）

表紙に登場。

モデルの坂本礼美が「JELLY」（ぶんか社）1月号の

表紙を飾りました。

【詳細】

http://jelly.jp/

【袴田吉彦】

TBS木曜ドラマ劇場

「ママとパパが生きる理由。」

出演

俳優の袴田吉彦が、11 月 20 日（木）よりスタートし

た、TBS木曜ドラマ劇場「ママとパパが生きる理由。」

に出演いたしました。

【詳細】

http://www.tbs.co.jp/mamapapa2014/
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【鎌田安里紗】

「サーカス！-Smile Academic 

Crazy Unique School-」出演

モデルの鎌田安里紗が、2015年2月7日（土）に開催さ

れる、面白い先生たちがあつまり、面白く楽しく授業を

するイベント「サーカス！- Smile Academic Crazy 

Unique School -」に出演致します。

日時:2015年2月7日(土) 開場17:30/開演18:00 

会場:品川プリンスホテル クラブeX 

港区高輪4-10-30 

出演:西野亮廣(キングコング)/角田陽一郎(TBSテレビ）

/鎌田安里紗/中田敦彦(オリエンタルラジオ）/博多大

吉(博多華丸・大吉）/他

前売一般席受講料：3,800円(当日4,300円) 

前売ソファ席受講料：4500円(当日5,000円) 

一般発売:10月28日(火)〜

【菜々緒】

「ファースト・クラス（1st 

SEASON）」DVD-BOX発売

モデル・女優の菜々緒が川島レミ絵役で出演している

「ファースト・クラス（1st SEASON）」のDVD-BOXが2014

年11月28日(金)に発売されました。

【青木麻璃奈、吉見恵梨沙】

舞台「サマンサ田端～エピソー

ド：dear my sister～」出演

タレント・女優の青木麻璃奈と吉見恵梨沙が、11月21

日(金)～11月24日(月)に、築地本願寺プティストホール

で開催された、舞台、東京俳優市場2014冬、第2話「サ

マンサ田端～エピソード：dear my sister～」（削除）に出

演致しました。

【詳細】

http://tokyo-act.com/2014/winter/

【筧美和子】

「プロ野球 NO.1 決定戦

バトルスタジアム｣出演決定

モデル・女優の筧美和子が、12 月 4 日（木）に大阪城

ホールで開催される「ダイワハウスプレゼンツ プロ野

球 NO．1 決定戦 バトルスタジアム｣に出演することが

決定しました。

※放送は 2015 年 1 月を予定しています。

【詳細】

http://www.ytv.co.jp/battle_stadium/
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【高杉さと美】

「第十回ミス小野小町コンテスト」

ミニライブ開催

アーティストの高杉さと美が、11月30日（日）隨心

院（京都）にて開催された『第十回ミス小野小町コ

ンテスト』にてミニライブを行いました。

【詳細】

http://www.zuishinin.or.jp/images/image-2.jpg

【西平風香】

舞台「新・幕末純情伝」

出演決定

女優の西平風香が、2015年1月公開の舞台「新・

幕末純情伝」に、主役の沖田総司役で出演するこ

とが決定しました。

【タイトル】

gmk produce 「新・幕末純情伝」

原作:つかこうへい

【会場】

新国立劇場 小劇場

【公演日】

2015年1月7日〜1月11日

【チケット】

※チケット発売日に関しては近日お知らせさせて

頂きます。

【出演者】

西平風香、武田航平、多和田秀弥

小澤雄太(劇団EXILE) 、春川恭亮(劇団EXILE) 

尾関陸、出口哲也(劇団SET) 、小沼将太

小谷昌太郎、板橋廉平(劇団5454) 

工藤佑樹丸(劇団5454)、宮川浩明

石塚義之(アリtoキリギリス)、山崎裕太

劇団マツモトカズミ

http://gekidan.biz
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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 300 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： 50 名

所属者数： 300 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

株式会社ピクセル

株式会社ピスカ


