2011 年 12 月 19 日

NEWS RELEASE

貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

2012 年 1 月 2 日(月)から 1 億円の超豪華福袋を心斎橋店で販売
ジュエリーの福袋 3 種（100 万円、30 万円、20 万円）も登場！
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
まさかず
本社：中央区銀座、代表取締役社長：田中 和和 ）は、2012 年 1 月 2 日（月）から新春フェアを開催
し、ジュエリーの福袋などを販売します。心斎橋店では、純金約 15kg で製作した「純金製戎様」の
福袋（1 億円）も登場し、新年の始まりを盛り上げます。
GINZA TANAKA 心斎橋店限定の「純金製戎様」福袋は、純金約 15 kg で製作し、古くから商売
繁盛で知られる今宮戎神社でお祓いを受けたものです。右手には、福を象徴する“福笹”を、左手
には大 きな“鯛 ”を抱 え、満 面 の笑 みを浮 かべてどっしりと佇 む、豊 かで愛 らしい表 情 に仕 上 げて
います。通常は 1 億 3 千万円で販売している工芸品ですが、新春に限り、税込価格 1 億円の福袋
としてご提供します。
超豪華福袋の他にも、お値打ちなジュエリーの福袋 3 種（100 万円、30 万円、20 万円）を、個数
限定で販売します。ダイヤモンドを K18YG で縁取り、プラチナにセッティングしたペンダントとリング
の 130 万円相当のセットは 5 袋限定で税込 100 万円、純金と純プラチナのネックレス 2 本のセット
は、45 万円相当を税込 30 万円で 50 袋限定、ハート&キューピッド（H&C）のダイヤモンドを用いた
ペンダントとリングは 27 万円相当を税込 20 万円で 30 袋限定でご用意します。
福袋各種は 2012 年 1 月 2 日（月）から 1 月 15 日（日）の新春フェア期間中、個数限定で店頭に
並びます。
※本商品は年内でもご取材いただけます。ご希望の際 は広 報担当まで、ご連絡いただけますようお願い申し上げ
ます。

― GINZA TANAKA 心斎橋店 福袋概要 ―
■販売期間 2012 年 1 月 2 日（月）から 1 月 15 日（日）
■販売店舗 GINZA TANAKA 心斎橋店 （大阪府大阪市中央区心斎橋筋 1-4-21）
■一般のお問合せ先 TEL：06-6253-4111 ／ 営業時間：11：00～19：30
■販売商品
☆「純金製戎様」 限定 1 袋 税込 1 億円(1 億 3 千万円相当)
古くから商売繁 盛で知られる今宮戎神社 でお祓 いを受 けた 、
純 金 製 の戎 様 です 。右 手 には 、福 を象 徴 する “福 笹 ”を、左 手 には
大きな“鯛”を抱え、満面の笑みを浮かべてどっしりとした佇まいです。
全体に梨地、社紋部分には磨き加工を施し、純金の美しさを引き出し
ています。

※素材：純金（Ｋ24／約 15kg）
サイズ：幅約 32cm、高さ約 40cm

☆「100 万円福袋」 限定 5 袋 税込 100 万円(130 万円相当)
●ペンダント Pt900/ Pt850/ K18YG/ ダイヤ合計約 1.09ct/ 最長 45cm
●リング
Pt900/ K18YG/ ダイヤ合計約 1.20ct
（センターストーン）ダイヤ 1.00ct 以上・ベリーライトイエロー・S12 以上

☆「30 万円福袋」 限定 50 袋 税込 30 万円(45 万円相当)
●ネックレス K24/ 長さ約 60cm
●ネックレス 純 Pt/ 長さ最長 45cm

☆「20 万円福袋」 限定 30 袋 税込 20 万円(27 万円相当)
●ペンダント Pt900/ Pt850/ H&C ダイヤ合計約 0.30ct/ 最長 45cm
●リング
Pt900/ H&C ダイヤ合計約 0.30ct

― GINZA TANAKA 心斎橋店 「戎」関連商品 ―
☆純金製戎様
純金約15kgを使用した特大の戎御神像の他に、
純金約130g（税込1,350,000円）、純金約50ｇ（税込550,000円）
純金約13g（税込145,000円）の3種も販売します。
※純金約50gの「戎」は新春1月7日からの販売となります。
☆ストラップ
●純金製戎小判ストラップ：小判型の純金約2.5gに戎様を彫りました（税込30,000円）
●純金製戎ストラップ：戎様を模った約1.5gの純金（税込21,000円）
●銀製戎ストラップ 金箔カードﾞ付：
戎様を模った銀のストラップと、鯛に乗った戎様を描いた金箔のカードのセット（税込 7,000円）
☆カレンダー
●純金1ｇ戎カレンダー：
純金約１gの板の上に2012年のカレンダーと、裏面にオリジナル戎様を印刷した横型カレンダー
（税込10,000円）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。

