2017 年 9 月 12 日

NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
9 月 12 日「宇宙の日」に合わせて GINZA TANAKA「スター・ウォーズ」関連商品情報解禁！
ダース・ベイダーと BB-8 の純金製置物や新作映画デザインの純金製カレンダーなど

純金製「スター・ウォーズ」関連商品 4 点を 10 月 1 日（日）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 純金製置物 ダース・ベイダー」

「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」

「スター・ウォーズ／最後のジェダイ
純金カレンダー（フレーム付）」
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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、代表取締役社長
まさかず

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 純金製置物 ダース・ベイダー」（税込価格：654,000 円）、「スタ
ー・ウォーズ 純金製置物 BB-8」（税込価格：545,000 円）、『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』《12 月 15
日（金）全国一斉公開》のアートをデザインした「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金 1g カレンダー（フ
レーム付）」（税込価格：16,000 円）、「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金 5g カレンダー（フレーム付）」
（税込価格：60,000 円）の、「スター・ウォーズ」関連商品 4 点を純金を使って製作。10 月 1 日（日）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。

＜「スター・ウォーズ」の人気キャラクターを高度な加工技術で細部まで忠実に再現＞
「スター・ウォーズ 純金製置物 ダース・ベイダー」と「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」は、「スター・ウ
ォーズ」シリーズを通して不動の人気を誇るダース・ベイダーと、2015 年に公開した『スター・ウォーズ／フォ
ースの覚醒』で新たに登場して以来、可愛らしいビジュアルでグッズの人気も高いキャラクターBB-8（ビービ
ー・エイト）をルーカス・フィルムの監修のもと、純金で忠実に再現したものです。ダース・ベイダーの純金製
置物本体は純金約 45g を使用し、高さ約 4.5×幅約 3.7cm 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トレードマークであるマスクの立体感、マントや着衣の質感、手にしている
ライトセーバーなど細部までこだわって製作しました。BB-8 の純金製置物本体は純金約 37g を使用し、高
さ約 3×幅約 1.9cm です。サイズはコンパクトながらも、純金でできた精密なパーツ 6 個を組み合わせ、球
体のボディや細かな模様、細いアンテナまで再現しました。純金製置物 2 商品は、“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 5 と 4 の数字にちなみ、それぞれ 5 と 4 の入っ
た価格で販売します。

＜「純金製置物」商品概要＞
【商 品 名 】
「スター・ウォーズ 純金製置物 ダース・ベイダー」
「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」
【税 込 価 格 】（ダース・ベイダー）654,000 円／（BB-8）545,000 円
【発 売 日 】 2017 年 10 月 1 日（日）
【素材・サイズ】
（ダース・ベイダー）K24・約 45g、高さ約 4.3×幅約 3.7cm
（BB-8）K24・約 37g、高さ約 3.2×幅約 1.9cm
※「スター・ウォーズ 純金製置物」は専用六角形ガラスケース（高さ約 19×幅約 15.5×奥行約 13.5cm）にお納めいたします。
※「スター・ウォーズ」ロゴの入ったレザー調ケース付き

【販 売 場 所 】GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）・オンラインショップ

「スター・ウォーズ 純金製置物 ダース・ベイダー」

「スター・ウォーズ 純金製置物 BB-8」
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＜映画最新作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』の登場キャラクターが集合！＞
「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金 1g カレンダー（フレーム付）」と「スター・ウォーズ／最後のジェダ
イ 純金 5g カレンダー（フレーム付）」は、表面に 2018 年の暦、裏面に 2017 年 12 月 15 日に公開される
『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』に出演する“レイ”を中心に登場キャラクターが一堂に集合したデザイ
ンを採用しました。表面の暦には、“May the 4th”にちなんで制定された 5 月 4 日の「スター・ウォーズの日」
に反乱軍のシンボルマークがあしらわれています。純金カレンダーを入れて飾ることができる専用のオリジ
ナルフレームには、左上に反乱軍のシンボルマーク、右上に『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』で登場し
た帝国軍の残党からできた組織とされるファースト・オーダーのシンボルマークをデザイン。フレーム上部に
は、『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』で使用されている特徴的な赤いロゴを配し、純金カレンダー本体や
フレームの枠などにも赤を印象的に使用しています。純金 1g カレンダーはコンパクトなカードサイズで、お
財布やカードケースなどに入れて携帯することも可能です。
＜「純金カレンダー」商品概要＞
【商 品 名 】
「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金 1g カレンダー（フレーム付）」
「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金 5g カレンダー（フレーム付）」
【税 込 価 格 】（1g）16,000 円／（5g）60,000 円
【発 売 日 】 2017 年 10 月 1 日（日）
【素材・サイズ】
（1g）K24・約 1g、純金カレンダー部分：高さ約 8×幅約 5cm
本体（フレーム含む）：高さ約 13×幅約 10cm
「スター・ウォーズ 純金カレンダー」（表面/部分）
5 月 4 日には反乱軍のマークがあしらわれています
（5g）K24・約 5g、純金カレンダー部分：高さ約 11.5×幅約 8cm
本体（フレーム含む）：高さ約 20×幅約 15cm
【販 売 場 所】 GINZA TANAKA 直営店（ブライダル専門店は除く）・オンラインショップ
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「スター・ウォーズ／最後のジェダイ
純金 1g カレンダー（フレーム付）」

「スター・ウォーズ／最後のジェダイ
純金 5g カレンダー（フレーム付）」

「スター・ウォーズ 純金カレンダー」（表面）
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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。「スター・ウォーズ」の新作映画公開を間近に
控え、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
すいぜん
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。

※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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※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

