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NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
クリスマスに向けて人気のジュエリーコレクションに新作が続々登場！
「フルフィルスター」、「ファセット ミラクル」新作を 11 月 18 日（金）より販売開始
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、2016 年のクリスマスジュエリー
として、「願い星」をテーマにしたコレクション「Fulfill Star（フルフィルスター）」の新作 7 アイテムと、希少性
の高い貴金属に精緻なミラーボールカットを施すことで上質な煌めきを放つコレクション「Facettes
Miracle（ファセット ミラクル）」の新作 5 アイテムを、2016 年 11 月 18 日（金）から GINZA TANAKA 直営
店および GINZA TANAKA オンラインショップにて販売します。本新作は、GINZA TANAKA が銀座に店
舗を構えて今年で 90 周年を迎えたことを記念し製作した、2016 年の特別なクリスマスジュエリーです。
【新作「フルフィルスター」は、星の軌跡の先に「願い星」が一際輝く、遊び心を取り入れたデザイン】
“星”は神秘の力を宿し、願うことで夢が叶うと信じられてきた幸運のモチーフであり、創業以来 120 年
以上にわたり、全ての商品に“信頼の証”として星型のマークを刻印してきた GINZA TANAKA にとって
は、歴史と伝統を今に受け継ぐ特別な意味を持つシンボルです。「フルフィルスター」は星をインスピレ
ーション源とし、夜空に煌めく無数の星々の中で、一際輝く自分だけの「願い星」をテーマにしたコレクシ
ョンです。
今回の新作は、流れる星の軌跡を繊細なメタルラインで表現し、その先に
「願い星」に見立てたダイヤモンドを 1 石あしらっているのが特徴です。「願い星」
は、4 本の爪で石を留め、さらに 4 本の装飾を加えることで 8 本の光の輝きを
表しています。夜空の星々を表現した全てのダイヤモンドは、優れたカットプロ
「願い星」
ポーションとシンメトリーを持つ「H&C ダイヤモンド」※を採用。異なるサイズのダ
イヤモンドを用いて高低差をつけながら、透け感が出るように配置することで、
星空の奥行き感をデザインしています。ネックレス、リング等のアイテムそれぞ
れのデザインに合わせて、1 石のみあしらわれた「願い星」がさりげないながらも一際輝きを放つよう、
細部のバランスまでこだわってデザインした大人の女性のための上質なダイヤモンドジュエリーです。
※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「ファセット ミラクル」は、大粒のミラーボールが揺れるたびに表情を変えるステーションタイプ】
「ファセット ミラクル」は、“奇跡のファセット（宝石のカット面）”という名の通り、大小さまざまな球体状
の純プラチナやゴールドなどの表面に、高度な技術によりミラーボールのような細かいカットを施した、キ
ラキラと繊細で上質な輝きを放つジュエリーコレクションです。GINZA TANAKA のメタルジュエリーの中で
もメタル本来の輝きを最大限に発揮したコレクションとして、特に人気を博しています。
今回の新作は、希少性の高い純度 99.9%の純プラチナを使用し、大粒のミラーボールパーツをポイ
ントに、大きさの異なるボールを組み合わせたステーションタイプのデザインが特徴です。シーズンを問
わず人気のロングネックレス（約 100cm）はシンプルに 1 連で着けるだけでなく、2 連でボリュームを持
たせるなど、コーディネートに合わせて楽しめます。Y チェーンタイプのネックレスは、首元をすっきりとし
た印象に見せながらも、絶妙に配置された大小のミラーボールが動くたびに煌めき、存在感を放ちます。
使いやすいショートタイプのネックレスは、グラデーションを描くように大小のミラーボールを組み合わせ
たパーツが印象的なステーションタイプデザインです。ピアスやブレスレットは、耳元や手元が動くたび
に揺れ、表情豊かな輝きが高級感を演出します。どのアイテムもクリスマスのイルミネーションのように
煌めく存在感とプラチナならではの凛とした輝きを楽しめるジュエリーで、冬の装いのアクセントとしても
最適です。

― 「Fulfill Star（フルフィルスター）」新作概要 ―
【発 売 日 】 2016 年 11 月 18 日（金）
【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（ペンダント 1 種、ネックレス 2 種、リング 3 種、ピアス 1 種）
【税込価格／素材／サイズ】

（写真左）
■リング： 658,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド 1.55ct
■ペンダント： 688,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド 1.55ct／最長 55cm
（写真右・左上から時計回り）
■ネックレス： 198,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド 0.27ct／最長 45cm
■ネックレス： 339,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド 0.62ct／最長 45cm
■ピアス： 196,400 円／Pt950 、H&C ダイヤモンド 0.31ct
■リング： 305,000 円／Pt950 、H&C ダイヤモンド 0.60ct
■リング： 216,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド 0.35ct
※「Fulfill Star（フルフィルスター）」は、TANAKA ホールディングス（株）の登録商標です。登録第 5758082 号
※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。

― 「Facettes Miracle（ファセット ミラクル）」新作概要 ―
【発 売 日】 2016 年 11 月 18 日（金）
【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 5 アイテム（ネックレス 3 種、ピアス 1 種、ブレスレット 1 種）
【税込価格／素材／サイズ】

（写真左から）
■ネックレス： 147,300 円／純 Pt／最長 45cm
■ピアス： 83,500 円／純 Pt・Pt900
■ネックレス： 235,600 円／純 Pt／約 100cm
■ネックレス（Y チェーン）： 157,100 円／純 Pt／最長 50cm
■ブレスレット： 83,500 円／純 Pt／最長 19cm
※「Facettes Miracle（ファセット ミラクル）」は、TANAKA ホールディングス（株）の登録商標です。第 5750558 号
※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）、名古屋三越 栄店、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：田中、伊原、安田、後藤、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、加藤 TEL：03-6311-5590
■一般からのお問合せ／GINZA TANAKA TEL：0120-556-826 http://www.ginzatanaka.co.jp

