2012 年 6 月 18 日

NEWS RELEASE

貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA
イタリアンゴールドジュエリーを代表する 5 ブランドから
厳選した新作ジュエリー全 21 アイテムを 6 月 29 日より発売
創業 120 周年を迎え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、世界的に評価の高いイタリアンゴールド
ジュエリーを 2007 年から本格的に展開しています。この度 GINZA TANAKA では、同社が紹介する
イ タリ アン ジュ エリ ーの 中で も 高 い 人 気 を誇 る VENDORAFA （ヴ ェン ドラファ ） 、THE FIFTH
SEASON（ザ・フィフス・シーズン）、MATTIOLI（マティオリ）と、注目の LORENZO UNGARI（ロレン
ツォ・ウンガリ）、MARCO BICEGO（マルコ・ビチェゴ）の 5 ブランドから、独自に厳選した新作ジュ
エリー全 21 アイテムを 2012 年 6 月 29 日（金）より発売します。
イタリア 3 大ジュエリー生産地のひとつであるヴァレンツァに誕生したブランド、
VENDORAFA からは、イタリア語で“波”を意味する ONDA（オンダ）シリーズ
より、ネックレスやリング、イヤリングなど 6 アイテムを発売します。リボンのよう
にひねりを入れたパーツの一つひとつにハンマー仕上げが丁寧に施され、
その暖かみのある独特なテクスチャーには、マエストロのこだわりと職人技が
光ります。ゆるやかなカーブを描くパーツのエッジには、波間に煌く光のように
ダイヤモンドがセッティングされ、上品で華やかな印象です。
GINZA TANAKA が紹介するイタリアンジュエリーの中でも根強い人気を誇る
THE FIFTH SEASON からは、表面を鏡のように磨きあげ、リボン状の 18 金を
立体的に編みこんだタイプのペンダントとリング、フープピアスの 3 アイテムを発売
します。シンプルながらも抜群の存在感で、身に着ける女性の個性を引き出す
ジュエリーです。
独自の配合が創り上げる、ピンクゴールドの暖かい色味と質感が魅力の
MATTIOLI からは、存在感が光る大ぶりなバングルとリングが登場。やわらかな
曲線で構成されたパーツは、一見無造作に連なりながらも腕や指に馴染むよう
緻密に計算され、身に着けた時の質感にまでこだわった逸品です。
屈指のカッティング技術と仕上げの美しさを誇る LORENZO UNGARI からは、
“火の粉”を意味する Le Scintille（ル・サンティーユ）コレクションの 5 アイテムを発売
します。サークル型のパーツには精度の高いカッティングが施され、光を受けると
イエローゴールドやホワイトゴールドが火の粉のように煌めきます。
MARCO BICEGO からは、イタリアの伝統的なクラフトマンシップが光るジュエリー
5 アイテムを発売。伝統の手彫りによるインチーゾ（彫刻仕上げ）と、コンテンポラリー
なデザイン感覚が融合したコレクションです。“リンク”と名付けられた本シリーズは、
自然から着想を得たモダンなフォルムをリンクさせた、人と人とを結びつける鎖の輪
を想わせるデザインです。

■VENDORAFA（ヴェンドラファ）
VENDORAFA は、ヴィチェンツァ、アレッツォと並んでイタリア 3 大ジュエリー生産地であるヴァレン
ツァに誕生しました。「大量生産では得られない個性」を重視した、マエストロたちの卓越した技術力
が光るハンドメイドのジュエリーを多数開発しています。GINZA TANAKA では、ハンマー仕上げの
独特なテクスチャーが特長的なコレクションを展開しています。
【品名/ 税込価格/ 素材/ サイズ】（上から時計回り）
ネックレス/ 1,850,000円/ K18YG・ダイヤ計約0.19ct/ 長さ約45㎝
ペンダント/ 210,000 円/ K18YG・ダイヤ/ 長さ約 45cm
イヤリング/ 570,000 円/ K18YG・ダイヤ計約 0.18ct
イヤリング/ 210,000 円/ K18YG・ダイヤ
リング/ 430,000 円/ K18YG・ダイヤ
リング/ 160,000 円/ K18YG・ダイヤ

■THE FIFTH SEASON（ザ・フィフス・シーズン）
イタリアを代表するジュエリーブランド、ROBERTO COIN
（ロベルト ・コイン）のファッショナブルなセカンドブランドとし
て、2000 年にヴィチェンツァに設立されました。GINZA
TANAKA では、金線を複雑に編みこみながらも、なめらか
な仕上がりが特長的なコレクションを展開しています。
【品名/ 税込価格/ 素材/ サイズ】（左から）
ピアス/ 215,000 円/ K18YG・K18WG
ペンダント/ 480,000 円/ K18YG・K18WG/ 長さ約 45cm
リング/ 145,000 円/ K18YG・K18WG

■MATTIOLI（マティオリ）
トリノ発のジュエリーブランドで、イタリア最先端のトレンド
を取り入れたデザインが楽しめるジュエリーを展開して
います。ヨーロッパを代表するスーパーブランドへの商品
供給を行うなど、熟練したクラフトマン達が生み出すハイセ
ンスでハイクオリティなジュエリーです。GINZA TANAKA
では暖かみのある K18 ピンクゴールドのコレクションを取り
揃えています。
【品名/ 税込価格/ 素材/ サイズ】（左から）
バングル/ 570,000 円/ K18PG
リング/ 290,000 円/ K18PG

■LORENZO UNGARI（ロレンツォ・ウンガリ）
イタリア 3 大ジュエリー生産地のひとつであるアレッツォで
1988 年に創立したブランド。GINZA TANAKA では精度
の高いカッティングを施した独創的なアイテムを展開して
います。
【品名/ 税込価格/ 素材/ サイズ】（左から）
ピアス/ 95,000 円/ K18YG・K18WG
ネックレス/ 255,000 円/ K18YG・K18WG/ 長さ約 80cm
ペンダント/ 84,000 円/ K18YG/ 最長 48cm
ブレスレット/ 127,000 円/ K18YG・K18WG/ 最長 21cm

■MARCO BICEGO（マルコ・ビチェゴ）
1958 年ジュゼッペ・ビチェゴによって BICEGO 社としてヴィチェンツァ
の地に創立されました。卓越したクラフトマンシップとオリジナリティー
あふれるデザインによって着実な成長を続け、2001 年より社名を
MARCO BICEGO と改め、グローバルなブランディングを積極的に
展開しています。伝統技法であるインチーゾ（彫刻仕上げ）を施した
テクスチャーには、機械では決して生み出すことのできない繊細さや
上質感が溢れています。
【品名/ 税込価格/ 素材/ サイズ】（左から）
ピアス/ 199,500 円/ K18YG
ネックレス/ 640,500 円/ K18YG/ 長さ約 92cm
リング/ 294,000/ K18YG・K18WG・ダイヤ計約 0.12ｃｔ
ペンダント/ 462,000/K18YG・K18WG・ダイヤ計約 0.26ct/ 長さ約 45cm

＜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。
【直営店舗】銀座本店、新宿店、フォーシーズンズホテル椿山荘 東京店、横浜元町店、仙台店、
名古屋店、心斎橋店、福岡天神店 ・・・計 8 店舗
＜本件に関するお問合せ先＞
◎GINZA TANAKA 広報担当(共同 PR)：鎌滝、畑田、佐藤 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）など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。

