【NEWS RELEASE】

2013 年 12 月 3 日
貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

ディズニー人気キャラクター26 種が大集合したデザイン！
純金約 10kg を使用した GINZA TANAKA 初の“パズル型”純金カレンダー （1 億円）登場

「ディズニー 純金ビッグカレンダー 2014」 2013 年 12 月 3 日（火）より販売
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

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
まさかず

座 代表取締役社長：田中和和）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）との商品ライセンス契約を締結し、ディズニーの 2013 年のテーマ
「Happiness is a state of mind. 幸せは心の中にある」のメインビジュアルを、純金約 10kg に表現したパズル型
カレンダー「ディズニー 純金ビッグカレンダー 2014」（税込価格：1 億円）を製作し、2013 年 12 月 3 日（火）より
販売します。
◇◆輝くピースを分かち合い、皆で楽しめる パズル型カレンダー◆◇
「ディズニー 純金ビッグカレンダー 2014」は、ディズニーの 2013 年のテーマである「Happiness is a state of
mind. 幸せは心の中にある」をモチーフに、幸せに満ちたデザインの純金カレンダーです。本商品は、多数のディ
ズニーキャラクターの中でも特に人気の 26 種が、それぞれを象徴するデザインのハピネスバルーンに乗った華
やかなメインビジュアルを、純金約 10kg 上に美しく印刷しました。また、GINZA TANAKA 初の試みとして、1 ピース
約 10cm 角、全 54 ピースの“パズル型”仕様を採用し、ピースを繋ぎ合わせると、バラバラだったディズニーのキャラク
ターが集合するデザインになっており、カレンダーでありながらパズルの要素を含んだ、遊び心溢れるカレンダーに仕
上がっています。また、メインビジュアルの中に施した 7 つの“隠れミッキー”を探すといった楽しみ方もあります。
GINZA TANAKA は、1992 年版から純金カレンダーを製作・販売しており、2006 年版からは GINZA TANAKA の貴金
属加工技術を広くアピールし、金の素材としての美しさをより多くの方に知っていただくために、大型サイズのカレ
ンダー「純金ビッグカレンダー」の製作を始めました。今年で 9 年目となる 2014 年版は、パズル仕様やディズニー
キャラクターのデザインなど、初めての試みを取り入れた、見る方に楽しい気持ちになっていただけるカレンダー
です。

― 「ディズニー 純金ビッグカレンダー 2014」商品概要 ―
【発 売 日】2013 年 12 月 3 日（火）
【販売場所】GINZA TANAKA 全国 8 店舗
【商品内容】
◆「ディズニー 純金ビッグカレンダー 2014」
税込価格：1 億円
素材・サイズ： K24 約 10kg
（本体）縦約 129cm×横約 87cm ※台座を含む

（カレンダー本体）縦約 80cm×横約 50cm

そのほか、同様のデザインを純金 1g と 5g に施し、フレームにセットしたカレンダーもご用意しています。
【発 売 日】2013 年 10 月 1 日（火）
【商品内容】
◆「ディズニー 純金 5g カレンダー 2014」
税込価格：48,000 円
素材・サイズ：K24 約 5g
（フレーム付）縦約 20cm×横約 15cm
◆「ディズニー 純金 1g カレンダー 2014」
税込価格：13,000 円
素材・サイズ：K24 約 1g
（フレーム付）縦約 13cm×10cm
ディズニー 純金カレンダー 2014（5g・1g）

※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.

＜巡回スケジュール＞
◆12 月 3 日（火）～12 月 8 日（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
◆12 月 11 日（水）～12 月 15 日（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
◆12 月 18 日（水）～12 月 23 日（月・祝）
／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
◆12 月 27 日（金）～2014 年 1 月 5 日（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
◆1 月 8 日（水）～1 月 12 日（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
【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）：佐藤、小寺、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、小柴 TEL：03-3561-0510
■一般からのお問合せ／ GINZA TANAKA TEL：03-3561-0491 http://www.ginzatanaka.co.jp

