2017 年 9 月 21 日

NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
～安産や子孫繁栄を願う縁起の良いモチーフ「戌」の純金製置物や大判など～

2018 年の干支「戌」の純金製工芸品 3 点を 10 月 1 日（日）に新発売！
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

「純金製置物 犬」（津田永寿 原型作）

「純金製置物 戌」（高村光雲 原型作）

「純金製大判 戌」

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 では毎年、縁起物である干支をモチーフにした貴金属製の工芸品を製作・販売し、開
運招福を願うお客様にご好評いただいております。2018 年の干支である「戌（犬）」は、十二支のなかの
11 番目に数えられる干支です。犬は、古くから人との関わりが強く、親しみ深い動物で、多産でお産が軽
いことから安産のお守りや子孫繁栄の縁起物としても人気のモチーフです。この度 GINZA TANAKA では、
日本を代表する名工の原型などを元に、純金で製作した美しい干支の工芸品 3 点を、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。

＜GINZA TANAKA 新作干支工芸品 商品概要＞
【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）、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 5,000 円／g で計算しております。
■「純金製置物 戌」（高村光雲 原型作）
日本の近代彫刻の礎を築いた彫刻家、高村光雲の原型をもとに、純金で
製作した置物です。「慶びと飛躍」をテーマに、犬が太陽の光を浴びて、ふさ
ふさとした尾を振り飛び跳ねる瞬間や、活き活きとした表情が豊かに表現さ
ちん

れています。モデルとなった犬は「狆」という犬種で、日本原産の愛玩犬です。
歴史の中でも、英国エリザベス女王に献上されたり、皇族や高級武士・富裕
商人の間で流行するなど、豊かさの象徴とされていました。胸元や尾の長い
飾り毛や、躍動感が、高度な貴金属加工技術によって表現されています。
【商

品

名】 「純金製置物 戌」（高村光雲 原型作）

【税込参考価格】 2,050,000 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24・約 150g、本体：高さ約 10.5×幅約 12×奥行約 6cm
※「純金製置物」は専用ガラスケース（高さ約 20×幅約 23×奥行約 15cm）にお納めいたします。
※桐箱付き

■「純金製置物 犬」（津田永寿 原型作）
金工芸界の大御所である鋳金家の津田永寿の原型をもとに純金
で製作した、寄り添う 3 匹の子犬の置物です。子犬それぞれの表情
の豊かさや愛らしい丸いフォルム、柔らかさを純金で表現しました。
戌関連商品のなかで、複数匹の犬や子犬がデザインされた置物は
本商品が当社初となります。3 匹の子犬には子孫繁栄の願いも込
められています。
【商

品

名】 「純金製置物 犬」（津田永寿 原型作）

【税込参考価格】 850,000 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24・約 60g、本体：高さ約 5.5×幅約 13.3×奥行約 5.5cm
※「純金製置物」は専用ガラスケース（高さ約 16×幅約 25×奥行約 15cm）にお納めいたします。
※桐箱付き

■「純金製大判 戌」
GINZA TANAKA の純金製の大判・小判は、商売繁盛・家運隆盛など
を願う縁起物であり、資産性も高いため人気の工芸品です。2018 年の
干支「戌」に因んだ純金製大判は、中央に犬張子をデザインしました。犬
張子は魔除け、無病息災、安産や子供の成長を願うお守りとして用いら
れ、犬が背負っている「でんでん太鼓」にも “元気に育つように”、“裏表
のない子に育つように”、という願いが込められています。犬張子デザイ
ンの純金製大判は、干支商品の中でも特に縁起の良い逸品です。
【商

品

名】 「純金製大判 戌」

【税込参考価格】 1,750,000 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24・約 200g、本体：縦約 12.5×幅約 7.7cm
※桐箱付き

＜ご参考：GINZA TANAKA 「戌」関連商品＞

「純金製置物 戌」
（鹿島一谷 原型作）
税込参考価格：1,175,000 円
K24/約 100g
本体高さ約 3.5×幅約 4.5×奥行約 2cm
専用ガラスケース・桐箱付

「純金製置物 干支 戌」
（大淵光則 原型作）
税込価格 90,500 円
K24/約 5g
本体高さ約 2.5×幅約 4cm
専用ガラスケース・桐箱付

「純金製根付 戌」
税込価格：58,000 円
K24/約 5g
本体長さ約 1cm 桐箱付

「銀製根付 戌」
税込価格：1,950 円
SV
本体長さ 1cm 桐箱付

©Disney

「純金製懐中お守り 戌」

「金箔カレンダー 戌」

税込価格：9,000 円
K24/約 0.5g
縦約 4.5×幅約 2.3cm

税込価格：1,400 円
縦約 8×幅約 5cm

（写真左）

「ディズニー 101 匹わんちゃん
金箔ハガキ（カレンダー）」
税込価格：2,150 円
縦約 15×幅約 10.5cm
（写真右）

「ディズニー 101 匹わんちゃん
金箔ハガキ」
税込価格：2,150 円
縦約 15×幅約 10.5cm

※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 5,000 円／g で計算しております。
※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

