2016 年 12 月 1 日

NEWS RELEASE
貴金属の老舗 GINZA TANAKA

創業 125 周年記念！純金約 12.5kg を贅沢に使用した
「ディズニー クリスタルシーズン」モチーフの 1 億 2500 万円のビッグカレンダーが登場

「ディズニー クリスタルシーズン 純金ビッグカレンダー 2017」
2016 年 12 月 3 日（土）より期間限定で販売
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、2017 年で GINZA TANAKA が創
業 125 周年を迎えることを記念し、純金約 12.5kg を使用した「ディズニー クリスタルシーズン 純金ビッグ
カレンダー 2017」（税込価格：1 億 2500 万円）を製作し、12 月 3 日（土）の「カレンダーの日」に発売しま
す。
GINZA TANAKA では、2005 年末以来、毎年純金や純プラチナのビッグカレンダーを製作・販売してお
り、好評を博しております。今回発売する「ディズニー クリスタルシーズン 純金ビッグカレンダー 2017」
は、「ディズニー クリスタルシーズン」のモチーフを GINZA TANAKA の高度な貴金属加工技術で純金上
に表現しました。素材には、2017 年に GINZA TANAKA が創業 125 周年を迎えることを記念し、GINZA
TANAKA のビッグカレンダー史上最高重量となる 12.5kg（約 72cm×45cm）の純金の一枚板を使用して
います。
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。
2017 年の暦をデザインした本カレンダーの表面には、各月ごとに関連するキャラクター達をあしらい、
「ミッキーマウス」の誕生日（11 月 18 日）には印を付けるなどの工夫を施しました。裏面には、「ミッキーマ
ウス」、「プルート」、「ドナルドダック」などの他、『くまのプーさん』や『アナと雪の女王』の「エルサ」など、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勢ぞろいし、キャラクターの永久不変の愛らしさ
を表現しています。クリスタルの透明感を感じさせるアクリル製のフレームには、クリスタルの煌めきなど
のデザインを施しました。フレーム部分と純金のカレンダー部分を合わせることで、キャラクター達を引き
立たせ、立体感のある仕上がりとなっています。「クリスタルシーズン」の世界観はそのままに、細部までこ
だわった逸品です。
本カレンダーは GINZA TANAKA 銀座本店での展示を皮切りに、全国の GINZA TANAKA 直営店にて
て巡回展示します（展示スケジュールは 2 頁目をご参照ください）。

＜「ディズニー クリスタルシーズン 純金ビッグカレンダー 2017」 商品概要＞
【商 品 名】 「ディズニー クリスタルシーズン 純金ビッグカレンダー 2017」
【販 売 期 間】 2016 年 12 月 3 日（土）～2017 年 2 月 28 日（火）
【販 売 場 所】 GINZA TANAKA 直営店
【税 込 価 格】 1 億 2500 万円
【素材・サイズ】 純金 約 12.5kg
【素材・サイズ】 純金カレンダー部：約 72cm×45cm
【素材・サイズ】 本体（アクリル板・台座含む）：約 116cm×78.5cm
【月を彩るキャラクター】
1 月「ラプンツェル」／2 月「マリー」／3 月「プー」／4 月「アリス」／5 月「ジャスミン」／6 月「ドナルドダック」
7 月「ニモ」／8 月「スティッチ」／9 月「バズ・ライトイヤー」／10 月「ダンボ」／11 月「エルサ」／12 月「ベイマックス」

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。
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＜各店巡回スケジュール＞
店舗名

店舗住所

一般展示期間

一般問合せ

営業時間

銀座本店

東京都中央区銀座 1-7-7

12 月 2 日（金）～12 月 5 日（月）

03-3561-0491

10：30～19：00

名古屋店

愛知県名古屋市中区
大須 4-1-70

12 月 9 日（金）～12 月 12 日（月）

052-262-0277

10：00～18：00

心斎橋店

大阪府大阪市中央区
心斎橋筋 1-4-21

12 月 16 日（金）～12 月 19 日（月）

06-6253-4111

11：00～19：30

福岡県福岡市中央区大 2-6-60
西鉄グランドホテル 1F

12 月 22 日（木）～12 月 27 日（火）

092-712-4145

10：30～19：00

東京都立川市曙町 2-5-1
伊勢丹立川店 2F

12 月 30 日（金）～1 月 5 日（木）

042-595-6388

10：30～19：30

新潟県新潟市中央区
西堀通五番町 866

1 月 11 日（水）～1 月 17 日（火）

025-226-7555

10：00～19：00

新宿店

東京都新宿区新宿 3-33-10

1 月 21 日（土）～1 月 23 日（月）

03-3355-5320

10：30～19：00

仙台店

宮城県仙台市青葉区一番町 3-5-7

1 月 27 日（金）～2 月 5 日（日）

022-265-4130

10：30～19：00

横浜元町店

神奈川県横浜市中区元町 1-29-3

2 月 9 日（木）～2 月 14 日（火）

045-663-3151

10：30～19：00

福岡 西鉄グランド
ホテル店
伊勢丹立川店
新潟三越店

【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、川島、斉藤
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

