2017 年 4 月 25 日

NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
5 月 4 日は「スター・ウォーズの日」！
「スター・ウォーズ」40 周年記念の限定純金製小判額や原寸大の「ダース・ベイダー」純金製マスクなど

純金製「スター・ウォーズ」関連商品 4 点を 5 月 4 日（木・祝）より販売開始
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」（表面）

「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判
ルーク・スカイウォーカーVS ダース・ベイダー」

「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」（裏面）

「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ヨーダ」

「スター・ウォーズ 純金製 ダース・ベイダー
ライフサイズマスク」
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貴金属の老舗 GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社 本社：中央区銀座、代表取締役社
まさかず

長執行役員：田中 和和、以下 GINZA TANAKA）は、2017 年で創業 125 周年を迎えました。今後も 125
年間支えていただいた多くの方たちへの感謝の気持ちを忘れることなく、創業時より受け継がれている
“品質へのこだわり”を胸に、当社ならではの貴金属宝飾品の可能性を追求し続けてまいります。
GINZA TANAKA は、「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」（税込参考価格：1,225,000 円）、
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ルーク・スカイウォーカーVS ダース・ベイダー」「スター・ウォーズ 純
金製 10g 小判 ヨーダ」（税込参考価格：各 132,300 円）、「スター・ウォーズ 純金製 ダース・ベイダー ラ
イフサイズマスク」（税込価格：154,000,000 円）の純金製の「スター・ウォーズ」関連商品 4 点を製作。
“May the Force be with you”という劇中の有名なセリフに、“May the 4th”をかけた「スター・ウォーズの
日」である 5 月 4 日（木・祝）に 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発売します（純金製マスクは直営店のみで発売）。
※参考価格は、金税込小売価格 4,900 円／g で計算
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。その中でもディズニー小判シリーズは、ディズ
ニーファンを始め幅広い層のお客様の人気を集め、GINZA TANAKA の主力商品として定着しています。
「スター・ウォーズ」の新作映画公開を控えた 2017 年に新たに発売する純金製「スター・ウォーズ」関連商品
4 点は、「スター・ウォーズ」の世界観や魅力を GINZA TANAKA ならではの高度な貴金属加工技術で表現
した、ファン垂涎の逸品です。

★77 セット限定！「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」★
映画『スター・ウォーズ エピソード 4／新たなる希望』が 1977 年のアメリカ初公開から 2017 年で 40 周
年を迎えたことを記念し製作。公開年にちなみ 77 セット限定で販売します。GINZA TANAKA 初のリバー
シブル額を採用し、両面のデザインを楽しめます。
表面は右側に 40 年前の映画公開時のポスターを配置し、左側に純金製小判を 3 枚（40g×1 枚、30g
×2 枚）セットしています。純金製 40g 小判の表面上部には、『エピソード 4』公開年月日の漢数字、下部
に“A NEW HOPE”というサブタイトルのアルファベットを漢字に模して入れています。純金製 30g 小判の
表面にはそれぞれ、「ダース・ベイダー」とヘルメットを被った「ルーク・スカイウォーカー」をデザインしてい
ます。
純金製小判の表面

「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」表面

帝国軍のシンボルマーク

映画のサブタイトルの
“A NEW HOPE”を漢字風
のアルファベットで表現

アメリカでの映画初公開の
年月日“1977525”を漢数字
で表現

反乱軍のシンボルマーク

裏面の額は、映画のシーンや貴重な映画設定資料などのアートワークをコラージュし、「スター・ウォー
ズ」の舞台裏をイメージしています。小判の裏面は、＜「スター・ウォーズ」の世界に小判が流通していた
ら？＞という設定でデザイン。純金製 40g 小判には、40 周年記念ロゴと「スター・ウォーズ」を意味する“星
間大戦”という漢字を中心に、上部に “MAY THE FORCE”、下部に“BE WITH YOU”というアルファベッ
トを漢字に見立てて表現しています。純金製 30g 小判の裏面は、「ルーク・スカイウォーカー」がデザインさ
れた小判には“共和騎士”というジェダイを表す墨書き文字、「ダース・ベイダー」のデザインには、“暗黒卿”
という墨書き文字を印刷し、その文字の下に “銀河通貨”の文字がデザインされています。「スター・ウォ
ーズ」の世界観はそのままに、小判ならではの表現を取り入れたデザインが特徴です。
「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」裏面

純金製小判の裏面

表面にルークがデザインさ
れた小判には、ジェダイを
表す“共和騎士”の文字

“BE WITH YOU” を漢
字風のアルファベットで
表現

“MAY THE FORCE”
を漢字風のアルファベッ
トで表現

表面にダース・ベイダーが
デザインされた小判には、
“暗黒卿”の文字
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＜商品概要＞
【商 品 名 】「スター・ウォーズ 40 周年記念 純金製小判額」
【税込参考価格】1,225,000 円
【発 売 日 】2017 年 5 月 4 日（木・祝）
【素 材 ・ 重 量】〔小判〕K24、計約 100g（40g×1 枚、30g×2 枚）
【サ
イ
ズ】〔小判〕40g：約 6×3.5cm、30g：約 5×3cm
〔アクリルケース〕約 25×36cm
【販売数量】77 セット限定（シリアルナンバー入り）
【販 売 場 所 】GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）およびオンラインショップ
※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 4,900 円／g で計算しております。
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★2 つの商品を並べると「スター・ウォーズ」のアートが完成する純金製 10g 小判★
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ルーク・スカイウォーカーVS ダ
ース・ベイダー」（下図・左）は、『エピソード 4～6』を象徴するキャラクタ
ーがデザインされたアクリルケースにセットしています。「ルーク・スカイ
ウォーカー」と「ダース・ベイダー」が対峙する緊迫のシーンをシルエット
反乱軍と帝国軍の
で表現し、上下に家紋に見立てた反乱軍と帝国軍のシンボルマークを
シ ン ボ ル マー ク を
組合せたデザイン
半分ずつ合わせたマークをあしらっています。
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ヨーダ」（下図・右）は、『エピソード 1～3』に登
場するキャラクター達がデザインされたアクリルケースにセットしました。小判には、「スタ
ー・ウォーズ」のキャラクターの中でも根強い人気の「ヨーダ」のシルエットをデザイン。上
下にはジェダイのマークをあしらっています。

「スター・ウォーズ 純金製 10g
小判 ルーク・スカイウォーカー
VS ダース・ベイダー」（小判部分）

この 2 種類のアクリルケースにはそれぞれ「ダース・ベイダー」が半身ずつ描かれてお
り、2 つの商品を並べると 1 つのアートが完成するコレクター心をくすぐるアイテムです。
＜商品概要＞
【商 品 名 】
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ルーク・スカイウォーカーVS ダース・ベイダー」
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判 ヨーダ」
【税込参考価格】各 132,300 円
【発 売 日 】2017 年 5 月 4 日（木・祝）
【素 材 ・ 重 量】〔小判〕K24・約 10g
【サ
イ
ズ】
〔小判〕約 4×2cm
〔アクリルケース〕約 15×15cm
【販 売 場 所 】
GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）
「スター・ウォーズ 純金製 10g 小判
「スター・ウォーズ
およびオンラインショップ
ルーク・スカイウォーカーVS ダース・ベイダー」

「スター・ウォーズ 純金製 10g
小判 ヨーダ」（小判部分）

純金製 10g 小判 ヨーダ」

※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 4,900 円／g で計算しております。

★「スター・ウォーズ 純金製 ダース・ベイダー ライフサイズマスク」★
純金 15kg を使用し、「スター・ウォーズ」シリーズの人気キャラクターであるダース・ベイダーを忠実に再
現した原寸大のマスクです。光沢のある鏡面仕上げと、マットな質感の梨地仕上げを組み合わせることで、
「ダース・ベイダー」のマスクの立体感を表現しています。“May the 4th”にちなみ、GINZA TANAKA のス
ター・ウォーズ関連商品としては過去最高額の 154,000,000 円で販売します。
＜商品概要＞
【商 品 名 】
「スター・ウォーズ 純金製 ダース・ベイダー ライフサイズマスク」
【税 込 価 格 】154,000,000 円
【発 売 日 】2017 年 5 月 4 日（木・祝）
【素 材 ・ 重 量】K24・約 15kg、台座
【サ
イ
ズ】
〔本体〕幅約 26.5×高さ 30cm
【販 売 場 所 】
GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）
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※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。
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期間限定！「スター・ウォーズ オリジナル金箔ステッカー」（非売品）プレゼント
2017 年 5 月 4 日（木・祝）から 8 月 31 日（木）までの期間限定で、スター・ウォー
ズ関連商品を購入されたお客様に、「スター・ウォーズ オリジナル金箔ステッカー」
（非売品）をプレゼント。

【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】
田中貴金属グループは 1885 年（明治 18 年）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。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・
販売ならびに、宝飾品や資産としての貴金属商品を提供。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグ
ループ各社が製造、販売そして技術が一体となって連携・協力し、製品とサービスを提供しております。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。ま
た、さらにグローバル化を推進するため、 2016 年に Metalor Technologies International SA をグループ
企業として迎え入れました。今後も貴金属のプロとして事業を通じ、ゆとりある豊かな暮らしに貢献し続けま
す。

＜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

