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NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
創業 125 周年記念

ブランドのイニシャル「G」と「T」をシンボリックに表現したジュエリーコレクション
「GT philosophy（ジーティー フィロソフィー）」11 アイテムを 10 月 1 日（日）に発売
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

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、創業 125 周年を記念し、GINZA TANAKA のイニシャルである「G」と「Ｔ」をシン
ボリックに表現したジュエリーコレクション「GT philosophy（ジーティー フィロソフィー）」11 アイテムを 2017
年 10 月 1 日（日）より GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）と GINZA TANAKA オンラインショ
ップにて販売します。
＜125 年の歴史を受け継いだデザインと品質＞
創業 125 周年を記念し誕生した「GT philosophy」は、自らの歴史にオマージュを込め、GINZA TANAKA
きょうじ

のルーツである 2 つの企業の歴史と矜持を宿したコレクションです。本コレクションは、日本の宝飾業界の
礎を築いた銀座の老舗ジュエラー「山崎商店」から受け継いだモダンで洗練されたデザイン性、そしてプラチ
ナの先駆者でもある「田中貴金属」ならではの、高度な技術力に裏付けられた品質を併せ持っています。そし
て、GINZA TANAKA の頭文字である「G」と「T」というモチーフを、シンプルながらもモダンアートを思わせる
斬新なフォルムで表現しました。
＜モチーフに隠された、身に着ける人へのお守り（タリスマン）としてのメッセージ＞
「GT philosophy」の「G」と「T」というデザインモチーフは、GINZA TANAKA のイニシャルであるだけ
ではなく、“Good Things in your life.（人生に幸運を）”というメッセージも込められています。プラチナと
ダイヤモンドの永遠に変わらない美しさと崇高な輝きは、身に着ける人のお守り（タリスマン）として、人
生に長く寄り添います。リングの側面には、好きな言葉やプレゼントする相手へのメッセージなどを刻む
ことも可能 ※1 です。
※1：リングのみ対象の無料サービスです。2 種類の書体から、アルファベットや数字を凹面に刻印することが可能です。

＜様々な表情を楽しめる、モダンで洗練されたデザイン＞
「GT philosophy」は、シンプルなデザインながら、直線的な力強さと曲線的な柔らかさを併せ持つ「G」
と「T」のモチーフをベースにアイテムを展開しています。リングやフープピアスは、着ける向きによって表
情の異なる見せ方が可能です。またロングステーションタイプのネックレスは、エンドパーツのバーを好
みの位置のモチーフパーツに通すことで、Y 字ネックレスとしても身に着けられ、印象に変化を付けるこ
とができます。シンプルなデザインのため、本コレクションの重ね着けや、ほかのジュエリーとのコーディ
ネートなど、その日の気分やシーンに合わせ、様々な着け方を楽しめます。
＜品質と着け心地へのこだわり＞
「GT philosophy」コレクションの素材には全て Pt950 を使用しています※ 2。またダイヤモンドには優れ
たカットプロポーションとシンメトリーを持つ「H&C ダイヤモンド」※ 3 を採用。さらに、素材の品質だけでな
く、身に着けた時の心地良さに徹底してこだわっています。「GT philosophy」のリングは、田中貴金属
ならではの高度な貴金属加工技術によって、メタルの重厚感やボリューム感を残しながら、身に着けて
いるのを忘れてしまうほどの滑らかな“指あたりの良さ”を実現しました。
※2：ピアスには一部 Pt850 を使用しています。
※3：H&C（ハート＆キューピッド）ダイヤモンド・・・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です。

― 「GT philosophy（ジーティー フィロソフィー）」概要 ―
【発 売 日】 2017 年 10 月 1 日（日）
【販 売 場 所】 GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）
【販 売 場 所】 GINZA TANAKA オンラインショップ
【商 品 数】 全 11 アイテム（リング 4 種、ペンダント 3 種、ネックレス 2 種、ピアス 2 種）
【税込価格／素材／サイズ】
1
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（写真左）
1. リング：
2. リング：
3. リング：
4. リング：

265,100 円／Pt950／幅約 6mm
245,500 円／Pt950、H&C ダイヤモンド合計約 0.09ct
432,000 円／Pt950、H&C ダイヤモンド合計約 0.55ct
196,400 円／Pt950／幅約 4mm

（写真右）
1. ペンダント： 353,000 円／Pt950／最長 60cm
2. ペンダント： 294,600 円／Pt950、H&C ダイヤモンド合計約 0.26ct／最長 45cm
3. ペンダント： 166,900 円／Pt950／最長 45cm
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（写真左）
1. ピアス： 265,100 円／Pt950･Pt850、H&C ダイヤモンド合計約 0.24ct
2. ピアス： 491,000 円／Pt950 、H&C ダイヤモンド合計約 0.50ct
（写真右）
1. ネックレス： 658,000 円／Pt950 、H&C ダイヤモンド合計約 0.40ct／長さ約 80cm
2. ネックレス： 393,000 円／Pt950／長さ約 80cm

ペンダントやネックレスには
「GT philosophy」オリジナルの
ロゴをあしらったパーツを採用

※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。
※「GT philosophy（ジーティー フィロソフィー）」は、TANAKA ホールディングス（株）にて商標登録出願中です。

【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、大沢、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

