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NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
ディズニーキャラクターが大集合！ギフトに最適な新作工芸品や新作ジュエリーが登場

ディズニー 「クリスタルシーズン」モチーフの新作 7 アイテムを 11 月 1 日（火）に発売
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社
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1892 年に創業した貴金属の老舗 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、代表取締役社長執行役員：田中 和和、以下 GINZA TANAKA）は、ディズニー 「クリスタルシーズン」
をモチーフに製作した新作工芸品 3 アイテム（純金製大判 1 種、純金カレンダー2 種）、新作ジュエリー4
アイテム（ネックレス 4 種）を 2016 年 11 月 1 日（火）から 2017 年 2 月 28 日（火）まで期間限定で GINZA
TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）および GINZA TANAKA オンラインショップにて販売します。
ディズニーの「クリスタルシーズン」は、様々な面が合わさって本物の輝きを放つクリスタルのように、長
い歴史で培われた普遍的な価値を持つディズニーのキャラクターやストーリーの魅力があふれるデザイン
が特徴のシリーズです。パステルカラーの丸みを帯びたフォルムのキャラクター達が、変わらないキャラク
ターの愛らしさを表現しています。
「ディズニー クリスタルシーズン 純金製大判 100g」（税込参考価格：966,000 円）は、可愛らしいディズニ
ーキャラクター達を賑やかにあしらいました。純金 100g を使用した大判の表面には、「ミッキーマウス」と「プル
ート」を中心に、「エルサ」、「マリー」、「ウッディ」、「ニモ」、「ダンボ」、「くまのプーさん」、「シンデレラ」、「スティ
ッチ」をデザインし、大判中央には、クリスタルシーズンのロゴを配置しました。純金製大判専用のアクリルスタ
ンドには、クリスタルシーズンの全キャラクターのアートを鮮やかにプリントしました。クリスタルのきらめきを
表現したデザインやキャラクターの光沢部分、大判の輪郭等は、職人の手作業により１つ１つ丁寧に仕上
げています。「ディズニー クリスタルシーズン 純金カレンダー1g」（税込価格：12,000 円）と「ディズニー クリ
スタルシーズン 純金カレンダー5g」（税込価格：50,000 円）は、表面に 2017 年度の暦、裏面にクリスタルシー
ズンのキャラクターをデザインしました。カード型のためお財布や、手帳、ポーチなどに入れてどこにでも持ち
運びいただけます。
「クリスタルシーズン」をモチーフにした新作ジュエリーは、4 アイテムのうち、3 アイテムは同じデザインで
3 種類（Pt900/850、K18YG、K18PG）の素材からお好みに合わせてお選びいただけます。「ミッキーマウ
ス」をクリスタル風にかたどった「クリスタルシーズン」のロゴをモチーフに、クリスタルのカット面を貴金属
が持つきらめきで表現しました。メタルの表面は、職人の手作業によって一面ごとに丁寧に磨き上げられ、
上品な輝きを放ちます。また、5 点限定アイテムとして、対称性に優れた美しい輝きを持つ H&C※ダイヤモ
ンドを使用したペンダントをご用意しました。パヴェ・セッティングしたペンダントは細部にまで拘った逸品で
す。最高級の素材を使用した特別感のあるジュエリーで、胸元を華やかに彩ります。新作ジュエリーは、デ
ィズニーファンの方だけでなく、高品質なものを身に着けたい方へのギフトとしても最適です。

GINZA TANAKA ではこれまでも、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス商品として、
貴金属工芸品やジュエリーなど様々な商品を販売してきました。中でもディズニー小判・大判のシリーズは、
資産性の高さや、優れたデザイン性により、ディズニーファンを始め幅広い顧客層から人気を集めており、
GINZA TANAKA の主力商品として定着しています。今回、「クリスタルシーズン」モチーフの新作商品を
発売することで、さらなる新規顧客の獲得や売上向上を図ります。
※H&C（ハート&キューピッド）ダイヤモンドとは：
ラウンド・ブリリアントカットの中でも、優れたカットプロポーションとシンメトリー（対称性）を持ち、専用の
スコープでダイヤモンドを覗くとクラウン側（上部）からは 8 本のキューピッドの矢が、パビリオン側（下部）から
は 8 つのハート模様が現れるのが特徴のダイヤモンドです。

― 新作「ディズニー クリスタルシーズン」商品概要 ―
【発 売 日 】 2016 年 11 月 1 日（火）
【販売場所】 GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）、GINZA TANAKA オンラインショップ
【商 品 数】 全 7 アイテム
【税込参考価格／素材／サイズ】
＜工芸品＞
■「ディズニー クリスタルシーズン 純金製大判 100g」
税込参考価格：966,000 円
素 材 ・ 重 量： 〔大判〕 K24・約 100g
サ

イ

ズ：

〔大判〕 約 11×7cm
〔アクリルスタンド〕 約 31×22.5cm

■「ディズニー クリスタルシーズン 純金カレンダー 1g」

「ディズニー クリスタルシーズン 純金カレンダー 5g」

税 込 価 格：12,000 円
素 材 ・ 重 量：K24・約 1g
サ

イ

ズ：約 8×5cm

■「ディズニー クリスタルシーズン 純金カレンダー 5g」
税 込 価 格：50,000 円
素 材 ・ 重 量：K24・約 5g
サ

イ

ズ：約 11.5×8cm
表面

裏面
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※純金製大判は金相場により価格が毎日変動します。参考価格は、金税込小売価格 4,600 円／g で計算しております。
※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。

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

＜ジュエリー＞

（写真左から）
■「ディズニー クリスタルシーズン ペンダント 」
60,000 円／K18PG／最長 45cm
69,000 円／Pt900・Pt850／最長 45cm
60,000 円／K18YG／最長 45cm
■「ディズニー クリスタルシーズン ダイヤモンドペンダント」 （限定 5 個）
500,000 円／Pt900・Pt850、H&C ダイヤモンド計約 0.85ct／最長 45cm
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オリジナルのエンドパーツ

※すべてのペンダントには、クリスタルシーズンオリジナルのエンドパーツが付いています。
※専用ジュエリーケースが付きます。
※ジュエリー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。 ©Disney
※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。
専用ジュエリーケース

【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老舗
の貴金属店です。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、伊勢丹立川店、横浜元町店、仙台店、新潟三越店、名古屋店、
栄店（ブライダル専門店）、心斎橋店、高松三越店、福岡 西鉄グランドホテル店
【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。また、2016 年 9 月に、田中貴金属工業株式会社は、Metalor
Technologies International SA の 100％株式を取得し、買収いたしました。
＜本件に関するお問合せ先＞
■GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社） 広報担当 共同 PR：安田、後藤、田中、伊原、川島
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：03-6311-5590
■一般からのお問合せ／GINZA TANAKA TEL：0120-556-826 http://www.ginzatanaka.co.jp

