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NEWS RELEASE

貴金属ジュエリーの老舗 GINZA TANAKA

35 周年を迎えた「機動戦士ガンダム」の関連商品を発表
2000 万円の純金製 機動戦士ガンダム、純プラチナ 1g カード「シャア専用ザク」デザインなど

2015 年 7 月 18 日（土）より期間限定で販売！
田中貴金属ジュエリー株式会社
GINZA TANAKA

1892 年に創業した貴金属ジュエリーの老舗田中貴金属ジュエリー株式会社（田中貴金属ジュ
まさかず
エリー株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社長執行役員：田中 和和、 GINZA TANAKA）
は、「機動戦士ガンダム」が第 1 シリーズの TV 放映開始から今年で 35 周年を迎えることを記念し
て 2015 年 7 月 18 日（土）から開催される「機動戦士ガンダム展」に合わせて、機動戦士ガンダム
関連商品を製作。2015 年 7 月 18 日（土）～9 月 27 日（日）の期間、森アーツセンターギャラリー
（六本木）で 6 アイテムを限定販売します。なお、2000 万円の純金製ガンダムのみ、展覧会終了
後も GINZA TANAKA にて販売します。
今回発売する新商品には、世界でも有名な第 1 作シリーズに登場する「RX-78-2 ガンダム」を
純金（K24）約 1,000g を使用して製作した 2000 万円（税込価格）の純金製 機動戦士ガンダム
「RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」の他、銀製 機動戦士ガンダム「SILVER950
RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」（税込価格 648,000 円）、純金製ガンダムコンバージ
（税込価格 3,780,000 円）、銀製ガンダムコンバージ（税込価格 270,000 円）、人気キャラクターの
「シャア・アズナブル」、シャアの愛機である「シャア専用ザク」をモチーフにした純プラチナ 1g カー
ド（デザインは「ガンダム」、「シャア・アズナブル」、「シャア専用ザクⅡ」の全 3 種）」（税込価格
15,000 円）の、合計 7 点の多彩なラインナップを用意しました。
田中貴金属ジュエリーでは 2007 年に純プラチナ製ガンダムを製作した経験があり、この度の
新作と併せて、プラチナ・金・銀の 3 種類の貴金属でガンダムを製作したことになります。1979 年
放送以来、世代を超えて絶大な人気を誇るガンダムの魅力に、純金・銀・純プラチナの輝きと美し
さを田中貴金属ジュエリーならではの技術で融合させた、またとない限定レアアイテムです。
☆★純金製 機動戦士ガンダム★☆
「RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」は、「機動戦
士ガンダム」の作中に登場する架空の兵器で、世界的な人気
を誇る「RX-78-2 ガンダム」を 144 分の 1 サイズで再現し、純
金（K24）約 1,000g で製作しました。全て純金で製作された小
さなパーツを、職人の技で一つ一つ磨き上げながら組み立て
た逸品です。頭部だけでも数種のパーツで構成されており、
また、原型から型取りして製作するため、原型からフォルムが
ぼやけてしまうなどの難点がありましたが、田中貴金属ジュエ
リーならではの技術により、エッジの効いたフォルムに仕上げ
ることができました。ガンダムの世代を超えても色褪せない人
気を、純金の輝きで体現した商品です。
さらに、併せて製作した銀製 機動戦士ガンダム
「SILVER950 RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」は、
純金製よりもお求めやすく、金とはひと味違った銀ならではの
メカらしい輝きをお楽しみいただけるアイテムです。

Ⓒ創通・サンライズ
左：純金製 機動戦士ガンダム
「RX-78-2 GUNDUM Featuring ROBOT 魂」
右：銀製 機動戦士ガンダム
「RX-78-2 GUNDUM Featuring ROBOT 魂」

☆★純金製ガンダムコンバージ、銀製ガンダムコンバージ★☆
「GUNDAM CONVERGE THE ART OF GUNDAM-LIMITEDver.GOLD」（税込価格 3,780,000 円）、「GUNDAM CONVERGE
THE ART OF GUNDAM -LIMITED- ver.SILVER」（税込価格
270,000 円）は、全長約 55mm のボディに濃密なディテールを盛り
込んだ、人気のガンダムコンバージシリーズを純金と銀で製作しま
した。コンバージシリーズならではのデフォルメされたフォルムや、
モビルスーツの質感を豊かに再現。どこか可愛らしく親しみ易いデ
ザインと、純金・銀の輝きが特徴です。ガンダムファンの方だけで
なく、貴金属にご興味がある方にもお勧めのアイテムです。

Ⓒ創通・サンライズ

純金製ガンダムコンバージ
銀製ガンダムコンバージ

☆★純プラチナ 1g カード「ガンダム」、「シャア・アズナブル」、「シャア専用ザク」★☆
「純プラチナ 1g カード（デザイン 3 種：「ガンダム」、「シャア・アズナブル」、「シャア専用ザク」）」
（税込価格 15,000 円）は、ガンダムシリーズで人気の高い、RX-78-2 ガンダム、シャア・アズナブ
ル、シャア専用ザクを、それぞれ 1g の純プラチナカードにデザインしました。田中貴金属ジュエリ
ーの小物の中でも人気がある純プラチナカードに各デザインを田中貴金属ジュエリー独自の技術
で印刷しております。

Ⓒ創通・サンライズ
純プラチナ 1g カード

純プラチナ 1g カード

純プラチナ 1g カード

「ガンダム」

「シャア・アズナブル」

「シャア専用ザク」

―「機動戦士ガンダム」関連商品 概要 ―
【販売期間】 2015 年 7 月 18 日（土）～9 月 27 日（日）
【販売場所】 六本木・森アーツセンターギャラリー 「機動戦士ガンダム展」
※純金製 機動戦士ガンダムは上記期間以降も GINZA TANAKA にて販売予定です。
■純金製 機動戦士ガンダム「RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」
税込価格：20,000,000 円
素材：純金（K24）、約 1,000g
サイズ：全長約 125mm
■銀製 機動戦士ガンダム「SILVER950 RX-78-2 GUNDAM Featuring ROBOT 魂」
税込価格：648,000 円
素材：純銀（Ag950）、約 500g
サイズ：全長約 125mm

■GUNDAM CONVERGE THE ART OF GUNDAM -LIMITED- ver.GOLD
（純金製ガンダムコンバージ）
税込価格：3,780,000 円
素材：純金（K24）、約 220g
サイズ：全長約 55mm
■GUNDAM CONVERGE THE ART OF GUNDAM -LIMITED- ver.SILVER
（銀製ガンダムコンバージ）
税込価格：270,000 円
素材：純銀（Ag950）、約 120g
サイズ：全長約 55mm
■純プラチナ 1g カード「ガンダム」、「シャア・アズナブル」、「シャア専用ザク」（全 3 種）
税込価格：各 15,000 円
素材：純プラチナ、1g
サイズ：約 80×50mm
※商品写真をご使用いただく場合は、右記コピーライトをご掲載ください。 Ⓒ創通・サンライズ

【田中貴金属ジュエリー/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、新潟三越店
【田中貴金属グループとは】
田中貴金属は 1885 年（明治 18 年）7 月の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動
を展開してきました。当グループは、国内でトップクラスの貴金属取扱量を誇り、創業以来長年にわ
たって、産業用貴金属材料の開発から安定供給、装飾品の製造・販売や貴金属を活用した貯蓄商
品を提供。田中貴金属ジュエリー株式会社は、田中貴金属グループの一員として、宝飾品販売事
業等を担っています。田中貴金属グループは、貴金属のプロフェッショナルとして、これからも貴金
属がもたらすゆとりある豊かな社会の実現に向けて、活動を展開していきます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
■田中貴金属ジュエリー株式会社/GINZA TANAKA
広報担当 共同 PR：後藤、田中、伊原、大沢、小椋
TEL：03-3575-9823 FAX：03-3574-0316 E-mail：thdpr@kyodo-pr.co.jp
■TANAKA ホールディングス株式会社：石橋、渡辺 TEL：03-3561-0510
■一般からのお問合せ／GINZA TANAKA TEL：0120-556-826 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。

