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貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA
テーマは「ハピネス」！ディズニーの仲間たちがデザインされた純金小判が新登場

「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」
2013 年 6 月 14 日（金）より期間限定販売
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」

「ディズニー 純金製小判 2013 年度版 千両箱」

©Disney ©Disney/Pixar
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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：中央区
銀座 代表取締役社長：田中和和(まさかず)）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、以下「ディズニー」）との商品ライセンス契約を締結し、2013 年度
限定のオリジナルデザインをあしらった「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」（参考価格 5g/47,000 円、
10g/89,300 円、30g/267,900 円）と、オリジナルデザイン千両箱を製作。2013 年 6 月 14 日（金）から 2014 年 6
月 30 日（月）まで、約 1 年間の期間限定で販売します。
※参考価格は金税込小売価格 4,700 円/g で計算しております。
＜テーマはハピネス！幸せをつなぐ「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」＞
今回発売をする GINZA TANAKA のオリジナル商品「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」は、ディズニー
の 2013 年テーマ「Happiness is a state of mind. 幸せは心の中にある」をモチーフにしたデザインです。日本の
伝統である小判特有の茣蓙目（ござめ）模様を全体に施し、小判中央にはメインアートであるハピネスバルーン
が描かれています。また、通常家紋が刻印される部分には、左右にメインキャラクターのミッキーとミニー、上下
にミッキーとミニーの友達であるドナルドとデイジーのシルエットをデザインし、ディズニーの仲間たちが、大空
に浮かぶハピネスバルーンに乗って、幸せを運ぶ様子をイメージしています。
純金小判は、商売繁盛や家運隆盛のシンボルであり、資産性も高いことから、GINZA TANAKA の工芸品の
中でも人気を集めています。その中でも「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」は 2013 年だけの限定デザイン
で、約 1 年間の期間限定販売のため、希少性も高い商品となります。さらに、本商品を 50 枚まとめてお買い求
めの方には、専用のオリジナルデザイン千両箱を進呈し、特別価格（参考価格 5g×50 枚/2,232,500 円、
10g×50 枚/4,230,000 円、30g×50 枚/12,690,000 円）で販売します。オリジナルデザイン千両箱は、裏蓋部分に
本テーマ限定のメインアートである、ディズニーの人気キャラクターたちが集合した華やかなイラストを金箔にカ
ラーで描いています。また、外側の留め金具部分にはミッキーのシルエットがワンポイントで 16 箇所デザインさ
れています。
GINZA TANAKA ではこれまでも、ウォルト・ディズニー・ジャパン社とライセンス契約を締結し、様々な商品を
販売しています。2012 年 1 月から 2013 年 3 月まで期間限定で販売された、「ウォルト・ディズニー生誕 110 周
年記念 純金大判・小判」は、GINZA TANAKA が取り扱う純金大判・小判における年間売上（2012 年 4 月～
2013 年 3 月）の 5 割以上を占める大ヒット商品となりました。

「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」 商品概要
【発売期間】 2013 年 6 月 14 日（金）～2014 年 6 月 30 日（月） ※期間限定販売
【販売店舗】 GINZA TANAKA 全国 8 店舗
GINZA TANAKA オンラインショップ（http://shop.ginzatanaka.co.jp/）
【商品概要】
■「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」 5g
参考価格：47,000 円 素材・重量：K24・約 5g ※桐箱入り
サイズ：約 2.8cm×1.9cm
■「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」 10g
参考価格：89,300 円 素材・重量：K24・約 10g ※桐箱入り

「ディズニー 純金製小判
2013 年度版」

サイズ：約 3.9cm×2.4cm
■「ディズニー 純金製小判 2013 年度版」 30g
参考価格：267,900 円 素材・重量：K24・約 30g ※桐箱入り
サイズ：約 6.0cm×3.6cm
■「ディズニー 純金製小判 2013 年度版 千両箱」 5g／10g／30g
参考価格：5g 2,232,500 円／10g 4,230,000 円／30g 12,690,000 円
重量：約 5g×50 枚（約 250g）／約 10g×50 枚（約 500g）／約 30g×50 枚（約 1.5kg）
5g／10g 用千両箱（外寸）サイズ：幅約 19.5cm×奥行約 13.0cm×高さ約 5.0cm
30g 用千両箱（外寸）サイズ：幅約 25.5cm×奥行約 16.5cm×高さ約 5.5cm

「ディズニー 純金製小判
2013 年度版 千両箱」

©Disney ©Disney/Pixar
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※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/Pixar
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「ディズニー 純金製大判 2013 年度版」 100g

7 月中旬より発売開始！

■「ディズニー 純金製大判 2013 年度版」 100g
参考価格： 893,000 円 素材・重量：K24・約 100g ※桐箱入り サイズ：約 9.0cm×5.4cm
■「ディズニー 純金製大判 2013 年度版 千両箱」 100g
参考価格：42,300,000 円 重量：約 100g×50 枚（約 5.0kg）
100g 用千両箱（外寸）サイズ：幅約 35.0cm×奥行約 23.5cm×高さ約 7.5cm
※本商品は、当日の金相場により価格が変動いたします。
※参考価格は 2013 年 6 月の相場を参考に金税込小売価格 4,700 円/g で計算しております。
※千両箱セットは受注製作の為、ご注文頂いてからお渡しまでに約 40 日頂戴いたします

【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。
【直営店舗】…銀座本店、新宿店、ホテル椿山荘東京店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、
栄店（ブライダル専門店）、心斎橋店、福岡天神店
＜本件に関するお問合せ先＞
■GINZA TANAKA 広報担当（共同 PR）：小寺、佐藤、鎌滝 TEL：03-3575-9823 FAX：03-3574-0316
■TANAKA ホールディングス株式会社：石橋、井上、臺、森山 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

