2011 年 9 月 30 日

NEWS RELEASE
貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

2012 年干支・辰（龍）の工芸品を 10/1（土）より販売開始
～ 日本を代表する金銀工芸士たちの原型による純金製「辰」シリーズが登場 ～
1892 年に創業した貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社 本社：
まさかず

中央区銀座、代表取締役社長：田中 和和）では、2012 年の干支・辰（龍）をモチーフにした純金製の置物
シリーズや玉盃、切り絵金箔額、大判といった金銀を専門とする伝統工芸士の技が光る新作工芸品 18 種
と、2012 年金箔カレンダーなどを、2011 年 10 月 1 日（土）より販売します。
GINZA TANAKA が毎年製作する、干支を模った純金製の置物や切り
絵金箔額などの工芸品の中でも、2012 年の干支である“辰（龍）”を
モチーフにしたものは、運気上昇・出世開運など吉兆の象徴と言われ、
特に人気が高くなっています。2012 年の純金製置物シリーズ“辰”には、
新作として 5 点をご用意しています。
金銀工芸品界の重鎮・大淵光則氏の原型による「瑞雲昇龍」（税込参考
価格 768,000 円 ※金税込小売価格 4,800/ｇの場合 ）は、純金 30ｇを
用いて、生命力溢れる龍が天に向かって翔け昇る様を表現した逸品です。
この他にも、人間国宝・奥山峰石氏や現代の名工・美秀氏などの原型に
よる、様々な姿形の龍の新作工芸品を取り揃えています。

大淵光則作（原型）

また、無色透明の液体を入れると、まるで浮かび上がる玉を持って龍が昇天するかのように彫刻された
「純金製玉盃」や、作家が全行程を手作業で製作する「切り絵金箔額」シリーズに龍デザインが登場、さら
に商売繁盛のシンボルでもある大判に辰を模ったものなども登場します。
GINZA TANAKA では、干支「辰」の工芸品やカレンダーの他にも、身につけるとパワーを取りこめそうな
龍モチーフのジュエリーも製作、運気上昇や家運隆盛を願う方へのプレゼントにも適した豊富なライン
ナップをご用意しています。
GINZA TANAKA の干支に関する新作工芸品（一部）の概要は、次頁のとおりです。
＜GINZA TANAKA について＞
1892 年に創業した GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社）は、クオリティーの高いジュエリー
や工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する
貴金属ジュエリーの老舗です。純金やプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸 技術を駆使して、デザイ
ン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを製作・販売しています。現在、東京・銀座を始め、
新宿、フォー シーズンズホテル椿山荘 東京、横浜元町、仙台、名古屋、大阪・心斎橋、福岡・天神の全
国 8 店舗、更に 2011 年 9 月 7 日にはブライダルジュエリーを専門に扱う新業態店舗 GINZA TANAKA
BRIDAL を名古屋市中区栄に開店しました。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
◎GINZA TANAKA 広報担当（共同 PR）：大村、鎌滝、池嶋 TEL：03-3575-9823 FAX：03-3574-0316
◎GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社）：石橋、菊地 TEL：03-3561-0510
◎一般からのお問合せ／GINZA TANAKA TEL：03-3561-0491（代） http://www.ginzatanaka.co.jp

― GINZA TANAKA 干支新作工芸品（一部） ―
【発 売 日】 2011 年 10 月 1 日（土）
【販売店舗】 GINZA TANAKA 全国 8 店舗 ※取扱商品は店舗によって異なります
GINZA TANAKA オンラインショップ（http://shop.ginzatanaka.co.jp/）
【商品概要】 全 18 種
■純金/ 純銀製置物「瑞雲昇龍」（大淵光則型作）
2012 年干支置物シリーズ。純銀で表現した雲を巻き起こし、それを貫いて
現れた、力強い生命力に満ち溢れた龍の置物です。約 2g のプラチナ製
宝珠を鋭い爪で掴み、天に向かって翔け昇る様は、限りない運気上昇を
招き、末永い家運隆盛を授けてくれるかのよう。金銀財宝はもとより、円満
長寿や家内安全など､人々のあらゆる願い事を叶える力を秘めています。
◎税込参考価格：768,000 円（金税込小売価格 4,800 円／ｇのとき）
◎作者（原型）：大淵光則氏
◎素材・サイズ：K24 約 30ｇ、本体高さ約 9cm、専用六角形ケース・桐箱付

■純金製置物 干支「辰」（津田永寿原型作）
2012 年干支置物シリーズ。約 180ｇの純金を使用し、今にも獲物に
向かって飛びかからんばかりの迫力ある龍を表現しています。干支
の中でも唯一の伝説上の生物である「龍」を津田永寿氏が創造・表現
した逸品です。
◎税込参考価格：1,920,000 円（金税込小売価格 4,800 円／ｇのとき）
◎作者（原型）：数々の賞を受賞している金工芸界の重鎮 津田永寿氏
◎素材・サイズ：K24 約 180ｇ、本体約 11.0×26.0×11.0cm、ガラスケース、桐箱付

■純金製置物「福水桶に龍」（美秀原型作）
2012 年干支置物シリーズ。「天水桶に龍」の諺に 着想を得て、
天水桶に入った子どもの龍と、宝珠を持った親の龍が向き合って
会話を楽しむような姿を純金 20g で製作しました。大変愛らしい作品
です。
◎税込価格：300,000 円
◎作者（原型）：「現代の名工」と表彰される金工芸の第一人者 春山秀夫氏（号 美秀）
◎素材・サイズ：K24 約 20ｇ、本体約 3.0×幅約 7.8cm、ガラスケース、桐箱付

■切り絵金箔額「龍」
人気の高い切り絵金箔額シリーズから、龍がモチーフの作品が登場しました。
幸運を呼び込む象徴の青龍が、輝く宝珠を握りしめて金色の天空に翔け
昇る姿は、見る者に不思議なパワーをもたらします。背景に本金箔、アクセン
トにプラチナ箔を使用し色鮮やかな切り絵とのコントラストが印象的な、素材
の美しさと伝統の技が際立つ幻想的な作品です。
◎税込価格：100,000 円
◎作者：切り絵作家 濱谷紘匡氏
◎素材・サイズ：本金箔、プラチナ箔、額約 46.0×39.0cm

■純金玉盃「龍」
水や日本酒など、無色の液体を注ぐと「玉」が浮き出てくるように見える
よう、緻密に計算された「玉盃」。その玉を、龍が手に持つ宝珠に見立て、
天に昇る龍を、盃の湾曲した内側に手作業で彫り込んだ、究極の玉盃が
登場します。
◎税込参考価格：528,000 円（2.0 寸）／ 936,000 円（2.5 寸）
（金税込小売価格 4,800 円／ｇのとき）
◎作者（彫刻）：彫金家 堀田芳重氏
◎素材・サイズ：（2.0 寸）K24 約 60ｇ／ 高さ約 3.2×直径約 6.0cm／ 桐箱付
（2.5 寸）K24 約 110ｇ／ 高さ約 4.2×直径約 7.5cm／ 桐箱付

■純金製大判 干支「辰」
商売繁盛、家運隆盛のシンボルとして高い人気を誇る大判小判に、
干支の辰を模ったものが登場。天を目指して勇ましく翔け昇る
龍の様が生き生きと表現されています。
◎税込参考価格：1,536,000 円（金税込小売価格 4,800 円／ｇのとき）
◎素材・サイズ：K24 200ｇ／約 12.5cm×約 7.5cm／桐箱付

■メンズジュエリー 龍
特別なパワーを持つといわれる龍をモチーフにした メンズ
ジュエリーで、新作のペンダントトップとリングの全 6 種。（画像
は 4 種）力強く昇っていきたいという思いを、K18 の重量感と
迫力がある龍で表現しています。神秘的に輝くムーンストーン
を加えたペンダントトップとリングや、ホイッスルの機能を併せ
持ったペンダントトップなど、身につけることで力が湧き出る
ようなジュエリーになっています。
◎商品名/ 税込価格/ 素材 （写真左から）：
・ペンダントトップ/ 120,000 円/ K18・ムーンストーン 長さ約 4.0cm ※ネックレスは別売
・リング/ 170,000 円/ K18・ムーンストーン
・ホイッスルペンダント/ 95,000 円/ K18 長さ約 4.8cm ※ネックレスは別売
・リング/ 120,000 円/ K18

■カレンダー
金箔カレンダーにも干支をデザインしたものを販売します。特殊技術によって、
金箔の上に鮮やかに印刷された 2012 年のカレンダー。裏面には雲の上に
乗った可愛らしい龍が、虹のかかった金箔の空を背景に描かれています。
干支モチーフの特製金箔カレンダーは辰のぬいぐるみが付いた、
4,000 個限定の商品です。
◎税込価格：2,500 円
◎サイズ：（金箔カレンダー）約 8.0×5.0cm
（ぬいぐるみ）高さ約 24cm

※商品価格（税込）は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

