2012 年 11 月 21 日

NEWS RELEASE
貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

ウォルト・ディズニー生誕 110 周年の記念商品で、人気キャラクターが“夢の共演”！

クリスマスツリー（販売価格 3 億 5 千万円）など
関連商品を 11 月 21 日（水）から発売
★3 億 5 千万円の「ディズニー ゴールドクリスマスツリー」登場（11/21～12/25／銀座本店）
★200 万円の「ディズニー ミニクリスマスツリー」発売
★人気の 20 キャラクターのシルエットが純金の額に
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
まさかず

会社本社：中央区銀座、代表取締役社長：田中 和和 、以下 GINZA TANAKA）は、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 ）との
商品ライセンス契約を締結し、純金製の 50 キャラクターのシルエットがメリーゴーランドのように
回 転 する「ディズニー ゴールドクリスマスツリー」や、20 キャラクターをオーナメントにして飾 った
卓上サイズの「ディズニー ミニクリスマスツリー」、純金製の小判型プレートからキャラクターのシル
エットを型抜いた「純金 ディズニーキャラクター シルエット額」（全 20 種）など、華やかで夢溢れる
全 22 種の商品を 11 月 21 日（水）から発売し、お客様に心はずむクリスマスをお届けします。
「ディズニー ゴールドクリスマスツリー」は、純金製の 50 のディズニー
キャラクターがツリーの回りを回転する、高さ約 2.4m、直径約 1.2m の
豪華なツリーです。10 人の職人が手作業で、ミッキーマウスやティンカー・
ベル、シンデレラ、スティッチといった 50 のディズニーの人気キャラクターを
純金プレートから切り出し、磨きをかけるなど、約 2 カ月かけて製作しま
した。更に、GINZA TANAKA ならではの金箔リボンと、ミラーボールタイプの
純金をつなげたチェーンがツリーを彩ります。また、ツリートップと、金箔リボン
やミラーボールチェーンを留めるフック部分にも、不動の人気を誇るミッキー
マウスをモチーフとしたオブジェを施し、細部でもディズニーの夢溢れる世界
観を表現しています。販売価格の 3 億 5 千万円は、ウォルト・ディズニー・
ジャパン（株）によるライセンス商品の日本国内で販売された単体商品価格
の最高額です。
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「ディズニー ミニクリスマスツリー」は、約 3cm の純金製のキャラクター20 種を、燭台型の純銀製
ツリーに載せた卓上型のツリーで、200 万円で販売します。また、GINZA TANAKA らしいクリスマ
ス商品として、小判型の純金プレートから、ディズニーキャラクターのシルエットを型抜いたものを額
にセットした「純金 ディズニーキャラクター シルエット額」（全 20 種）を、各 25 万円で販売します。

ディズニーファンはもちろんのこと、メモリアルイヤーに特別なプレゼントをお探しになる方にも
満足いただける商品をラインナップしました。11 月 15 日販売開始のディズニージュエリー
ミラーボールペンダントを含め、ジュエリーからクリスマスツリーといった全 22 種・25 アイテムで、
クリスマスシーンに黄金の輝きと華やぎを添えます。

＜GINZA TANAKA 2012 年クリスマス関連商品 概要＞
★「ディズニー ゴールドクリスマスツリー」 税込価格：3 億 5 千万円
【展示期間】 2012 年 11 月 21 日（水）～12 月 25 日（火） 10：30～19：00
【展示場所】 GINZA TANAKA 銀座本店 1F
【発 売 日】 2012 年 11 月 21 日（水）
【素材・サイズ】 K24 計約 40kg 高さ約 2.4m 直径約 1.2m
【内

容】 ディズニーの人気キャラクターから厳選した 50 キャラクターのシルエットを純金の

プレートで製作。純金製の 50 シルエットが 3 段に並び、金箔のリボン、ミラーボールのように輝く
純金製のチェーンとともに飾った、高さ約 2.4m、直径約 1.2m のクリスマスツリーです。ツリー
トップやリボンを留 めるフック部 分も純 金 製 のミッキーマウス型 で、純 金 の総 重 量 は約 40kg、
販売価格は 3 億 5 千万円です。国内で販売されたライセンス商品の単体販売価格では最高額
です。GINZA TANAKA のクリスマスツリーとしては初の回転式で、オーナメントやミラーボール
チェーンが光を受けてキラキラと輝きます。

★「ディズニー ミニクリスマスツリー」 税込価格：200 万円
【発 売 日】 2012 年 11 月 21 日（水）
【素材・サイズ】 オーナメント：K24 計約 100g ツリー：純銀 約 400g
高さ約 25cm、幅約 15cm、ガラスケース入り
【内

容】ミッキーマウスやミニーマウスのほか、スティッチやプリン

セスなど人気キャラクター20 種のシルエットを純金で製作。燭台のように
伸びる純銀製のツリーの先に、純金製のオーナメントを載せたデザイン
です。もちろん、ツリートップを飾るのは、純金製のミッキーマウス
シルエットのオーナメントです。
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★「純金 ディズニーキャラクター シルエット額」 税込価格：25 万円
【発 売 日】 2012 年 11 月 21 日（水）
【素材・サイズ】 純金部分：K24 約 17g 縦約 60mm×横約 40mm
額部分：木製 縦約 130mm×横約 100mm
【内

容】縦約 6cm、横約 4cm の純金製小判型プレートから、人気

のキャラクターのシルエットを型抜いたものを、イタリア製の銀色木製額
にセットした商品です。型抜かれたシルエットの上下にはキャラクターの
名前を彫刻しています。全部で 20 種類をご用意しています。
※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
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※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。
＜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

