NEWS RELEASE

2011 年 10 月 28 日

貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

2012 年純金カレンダー関連商品 11 月 1 日（火）より販売開始
〜国内最高額！世界中で愛されているディズニーキャラクターが純金カレンダーに〜

＜純金ビッグカレンダー表面＞

＜純金ビッグカレンダー裏面＞

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：中央区銀座 代表
まさかず

取締役社長：田中和和 以下 GINZA TANAKA）は、このたび、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本
社：目黒区下目黒、代表取締役社長：ポール・キャンドランド 以下ウォルト・ディズニー・ジャパン）との商品
ライセンス契約を締結し、ウォルト・ディズニー生誕 110 周年をお祝いするデザイン「セレブレーションアー
ト」を純金 6kg にあしらった純金ビッグカレンダー2012 年「ウォルト・ディズニー110 周年記念」（6,000 万円
/税込）をはじめ、同様のデザインの 2012 年の純金カレンダー（5g・1g）や金箔カレンダー計 4 アイテムを
製作、2011 年 11 月 1 日（火）より販売します。
ウォルト・ディズニーは 2011 年 12 月 5 日に生誕 110 周年を迎えます。この特別な年を記念し、ウォル
トを主役とした、国内では初のプロモーション「ドリームプロジェクト」※1 が発足しました。その一つとして、
過去から現在までの代表的なディズニーのキャラクターが勢ぞろいし、ウォルト・ディズニーの文字を華や
かに彩る「セレブレーションアート」が完成。その「セレブレーションアート」を 2012 年の GINZA TANAKA
純金ビッグカレンダーの裏面に印刷しました。表のカレンダー面にも、月日や記念日に関連したディズニー
キャラクターが登場しています。純金カレンダー本体に加え、フレームにもデザインを施しました。純金カレ
ンダーのフレームの上部には、ウォルトの直筆サインアートと “Ｉｆ you can dream it, you can do it.” とい
う、ウォルトのメッセージ、フレームの下部には、ディズニーキャラクターのリーダー的存在であるミッキーと、
ウォルト自身のシルエットをデザインしました。純金カレンダーの表面やフレームにまでこだわり、デザイン
を施すのは、初の試みとなります。ウォルトの 110 周年企画ならではの、商品全体でウォルトの世界を表
現した特別なデザインです。
GINZA TANAKA の貴金属加工技術を生かし、純金 6kg を使用して製作した純金ビッグカレンダーは、
国内のディズニー関連商品の中で、最も高額な価格※2 とも言われる 6,000 万円で、受注販売します。フレ
ームにはスタンドが付いており、立てて飾ることもできるので、インテリアとしても活用いただけます。また、

純金ビッグカレンダーの他、同様に「セレブレーションアート」をデザインした純金カレンダー（5g・1g）と金
箔カレンダーもお求め安い価格にてご用意。純金カレンダー（5g・1g）は、カレンダー本体に、ミッキーとウ
ォルトのシルエットをデザインし、クリスタルフレームで縁取りました。計 4 アイテムの 2012 年純金カレンダ
ー商品は、全国 8 店舗の GINZA TANAKA、GINZA TANAKA BRIDAL 栄店、及び GINZA TANAKA オ
ンラインショップで販売します。世界中で愛されているウォルトやディズニーキャラクターが、黄金に輝くカレ
ンダーとなって初登場します。

― GINZA TANAKA 2012 年純金カレンダー関連商品 概要 ―
【 発売日 】 2011 年 11 月 1 日（火）
【販売店舗】 GINZA TANAKA 全国 8 店舗、GINZA TANAKA BRIDAL 栄店、
GINZA TANAKA オンラインショップ（http://shop.ginzatanaka.co.jp/）
【商品概要】 全 4 アイテム
■2012 年純金ビッグカレンダー「ウォルト・ディズニー110 周年記念」
税込価格：60,000,000 円
素材・サイズ：K24 約 6kg
本体 縦約 75.0cm×横約 87.0cm

※台座を含む高さ

（純金カレンダーサイズ 縦約 41.6cm×横約 66.6cm）
■2012 年純金 5g カレンダー

＜2012 年純金ビッグカレンダー＞裏面

「ウォルト・ディズニー110 周年記念」スタンドフレーム付
税込価格：45,000 円
素材・サイズ：K24 約 5g
本体（スタンドフレーム付） 縦約 15.0cm×横約 20.0cm
（純金カレンダーサイズ 縦約 8.0cm×横約 11.5cm）
■2012 年純金 1g カレンダー

＜2012 年純金（1g・5g）カレンダー＞表面

「ウォルト・ディズニー110 周年記念」スタンドフレーム付
税込価格：11,000 円
素材・サイズ：K24 約 1g
本体（スタンドフレーム付） 縦約 10.0cm×横約 13.0cm
（純金カレンダーサイズ 縦約 5.0cm×横約 8.0cm）
＜2012 年純金（1g・5g）カレンダー＞裏面デザイン

■2012 年金箔カレンダー

「ウォルト・ディズニー110 周年記念」フレーム付
税込価格：35,000 円
素材・サイズ：純金箔
本体（フレーム付き） 縦約 33.3cm×横約 44.8cm
（金箔カレンダーサイズ 縦約 18.4cm×横約 29.4cm）
＜2012 年金箔カレンダー＞

※商品写真をご使用いただく場合は、下記コピーライトをご掲載ください。
©Disney ©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜純金ビッグカレンダー各店展示スケジュール＞
◆11/1(火)〜11/13(日) GINZA TANAKA 銀座本店（東京都中央区銀座 1-7-7）
一般のお問い合わせ先：03-3561-0491 ／ 営業時間：10：30〜19：00
◆11/16(水)〜11/27(日) GINZA TANAKA 名古屋店（愛知県名古屋市中区大須 4-1-70）
一般のお問い合わせ先：052-262-0277 ／ 営業時間：10：00〜18：00
◆11/30(水)〜12/11(日） GINZA TANAKA 福岡天神店（福岡県福岡市中央区天神 2-7-12）
一般のお問い合わせ先：092-712-4145 ／ 営業時間：10：30〜19：00
◆12/14(水)〜12/25(日) GINZA TANAKA 心斎橋店（大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-4-21）
一般のお問い合わせ先：06-6253-4111 ／ 営業時間：11：00〜19：30
◆1/2(月)〜1/15(日) GINZA TANAKA 仙台店（宮城県仙台市青葉区一番町 3-5-7）
一般のお問い合わせ先：022-265-4130 ／ 営業時間：10：30〜19：00
※1 「ドリームプロジェクト」とは
ウォルト・ディズニー生誕 110 年を迎える 2011 年の現在も、ウォルトのメッセージ、そして想いは生き続けてい
ます。その 110 周年を記念して、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社では数多くのプロジェクトを展開します。
2011 年の冬から 110 周年商品の展開や様々なプロモーションを実施。ウォルト自身をテーマにした、この先 10
年以上はできない、初めての取組みが「ドリームプロジェクト」です。
※2 『タイムシェア』など商品以外のサービスは除く

＜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 店舗を展開、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
※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。（2011 年 10 月 28 日現在）

