2017 年 9 月 28 日

NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
毎年大好評のテディベア付きペンダントやメンズジュエリー、純プラチナのみを使用したペンダントなど

「プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンス」をあしらった新作ジュエリー
2017 年 10 月 1 日（日）より順次販売開始
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

限定 600 個の「コインペンダント
（シュタイフ社製テディベア付）」

プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンス
ペンダント

プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンス
メンズジュエリー・小物

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、オーストリア造幣局（局長：ゲルハルト・シュタールジッヒ、本部：オーストリア・ウィー
ン）が発行するプラチナウィーンコイン ハーモニーの 1/25 オンスをあしらった「コインペンダント（シュタイフ
社製テディベア付）」（税込価格：73,000 円）を 10 月 1 日（日）に 600 個の数量限定で発売します。また、プ
ラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンスをあしらったペンダント 3 種やメンズジュエリー・小物 4 種に加
え、ウィーン金貨ハーモニーの 1/4 オンス、1/10 オンスをあしらったペンダント各 3 種のコインジュエリー計
13 アイテムを 11 月 9 日（木）に、それぞれ 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。

★10 月 1 日（日）発売
＜毎年大好評のシュタイフ製テディベアが付いた、一粒ダイヤが煌めくコインペンダント＞
「コインペンダント（シュタイフ社製テディベア付）」は、シンプルなデザインのペンダントに、テディベアの最
高級ブランドであるシュタイフ社のテディベアをつけて 600 個限定で発売します。本商品は、GINZA
TANAKA で販売するプラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンスを使用した初めてのジュエリーです。ペ
ンダントには、プラチナコインを引き立てる一粒ダイヤモンドをコイン枠上部にあしらい、プラチナらしい落ち
着いた雰囲気の中にさりげなくダイヤモンドが煌めきます。美しいコインデザインを楽しめるようにシンプル
なデザインで、様々なファッションに合わせてコーディネートが可能です。付属のシュタイフ社製のテディベア
は、両手に収まるほどの可愛らしいサイズで、ミルクティー色の優しい色味のボディと愛らしい表情が特徴で
す。
GINZA TANAKA では、2015 年より毎年異なるシュタイフ社製テディベア付きのウィーン金貨ハーモニー
1/25 オンスペンダントを数量限定で販売しており、好評により完売するほどの人気商品となっています。可
愛らしいテディベアと、人気の定番商品であるコインジュエリーをセットにすることにより、クリスマスや記念
日など、大切な方への特別な贈り物にも最適です。

【商

品

名】 「コインペンダント（シュタイフ社製テディベア付）」

【税 込 価 格】 73,000 円
【素材・サイズ】
純 Pt（プラチナウィーンコイン

ハーモニー1/25 オンス）

Pt900（コイン枠）・Pt850（チェーン）
最長 45cm／ダイヤ付き
【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
※テディベア（ドイツ・シュタイフ社製）付き
※数量限定 600 個、なくなり次第販売終了

ギフト用にラッピングしてお渡し致します

★11 月 9 日（木）発売
＜プラチナコインのレリーフの美しさが際立つ、スタイリッシュなメンズジュエリー・小物＞
プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンスをあしらったメンズジュエリー・小物のラインナップは、タイ
ニーピン、カフリンクス、タイバー、グリーンマーカーの 4 種類です。華やかな金色の金貨ジュエリーに比べ
て落ち着いた雰囲気のプラチナコインジュエリーは、様々なシーンで使いやすいシンプルなデザインで、スタ
イリッシュな印象を与えます。普段ジュエリーを身に着けない方や初めてコインジュエリーを身に着ける方に
もおすすめです。
【アイテム名／税込価格／素材・サイズ】
1、 タイバー／202,300 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

4
2

ハーモニー1/25 オンス）

Pt900（コイン枠、クリップ）、Pt850（チェーン）
2、 カフリンクス／181,600 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

ハーモニー1/25 オンス）

Pt900（コイン枠、カフス金具）
3､タイニーピン／55,000 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

3
1

ハーモニー1/25 オンス）

Pt900（コイン枠、ピン）
4､グリーンマーカー／18,500 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

ハーモニー1/25 オンス）

しんちゅう

真鍮（クリップ）
※ブラックとシルバーの 2 色展開
【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
＜純プラチナのみを使用した、リバーシブルやダイヤ付きデザインから選べるプラチナコインペンダント＞
プラチナウィーンコイン ハーモニー1/25 オンスをあしらったペンダントは、
「シーリングスタンプモチーフ」、「8 角形カットモチーフ」、「透かしモチーフ」
の 3 種類のデザインです。これまでのプラチナ製のコイン枠やネックレスチ
ェーンには Pt850 や Pt900 などの素材を使用してきましたが、より高品位
なコインジュエリーを求める顧客の要望から、本商品ではコイン枠やチェー
ンまで全て純プラチナを使用しました。純プラチナの素材の美しさが引き立
ち、重厚感が感じられるシンプルなデザインです。「シーリングスタンプモチ
ーフ」のペンダントは、プラチナ製では GINZA TANAKA 初のリバーシブル
枠を採用。ウィーンコインの両面のデザインをお楽しみいただけるデザイン
GINZA TANAKA 初のプラチナ製
です。「透かしモチーフ」にはダイヤモンドがセッティングされ、シンプルな中
リバーシブル枠を採用した「シーリング
にもアクセントを加えています。
スタンプモチーフ」のコインペンダント

【アイテム名／税込価格／素材・サイズ】
1、ペンダント（8 角形カットモチーフ）／103,100 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

ハーモニー1/25 オンス）

純 Pt（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm
2､ペンダント（シーリングスタンプモチーフ）／125,700 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

1

ハーモニー1/25 オンス）

2

3

純 Pt（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm、リバーシブル仕様
3､ペンダント（透かしモチーフ）／125,700 円
純 Pt（プラチナウィーンコイン

ハーモニー1/25 オンス）

純 Pt（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm、ダイヤ付き
【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

＜純金のみを使用した、人気の高いシンプルなデザインのウィーン金貨ペンダント＞
プラチナウィーンコイン ハーモニーの 1/25 オンスジュエリー発売に合わせ、コインのサイズ違いでウィーン
金貨ハーモニー1/10 オンスをあしらった新作デザインも登場。本商品は、新作の純プラチナペンダント同様
にコイン枠やチェーンなど全てに純金を使用しており、より資産性の高さを求めるお客様にもおすすめのジ
ュエリーです。シンプルなデザインながらもエッジを効かせたデザインやダイヤモンドが光るデザインなどバ
リエーションのあるラインナップで新発売します。※1/4 オンスを使用した同デザインのジュエリーも販売予
定です。
【アイテム名／税込価格／素材・サイズ】
1､ペンダント（透かしモチーフ）／188,500 円
K24（ウィーン金貨ハーモニー1/10 オンス）
K24（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm、ダイヤ付き
2､ペンダント（8 角形カットモチーフ）／131,600 円
K24（ウィーン金貨ハーモニー1/10 オンス）

1
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K24（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm
3､ペンダント（ムーンモチーフ）／178,700 円
K24（ウィーン金貨ハーモニー1/10 オンス）
K24（コイン枠・チェーン）
長さ約 45cm
【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
※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 ではウィーン金貨の発売以来、様々なコインジュエリーを発売し続けています。2015 年
にはウィーン金貨ハーモニーの発売 25 周年を記念して誕生した 1/25 オンスサイズをあしらったジュエリー
を発売し、手ごろな大きさや販売価格で、現在も定番の商品として人気を博しています。このたび、2016 年
に発売したプラチナウィーンコイン ハーモニーの、1/25 オンスサイズをあしらったジュエリーが新たに発売
となります。金貨ジュエリー同様に手ごろなサイズ感で、様々なスタイルに合わせてプラチナコインジュエリ
ーをお楽しみいただけます。

【プラチナウィーンコイン ハーモニーとは】
プラチナ純度 99.95％を誇る「プラチナウィーンコイン ハーモニ
ー」は、オーストリア政府が保証する法定通貨であり、オーストリ
ア造幣局 800 年の歴史の中でも初めて製造したプラチナコインで
す。2016 年 2 月にドイツで開催された「ワールドマネーフェア
2016」で発表され、日本では 2016 年 4 月から日本総代理店であ
る田中貴金属工業（本社：千代田区丸の内、代表取締役社長執
行役員：田苗 明）が販売を開始しました。オーストリアでは 2017
年 6 月から 1/25 オンスも販売しています（日本国内では 1/25 オ
ンスの販売はありません）。
【ウィーン金貨ハーモニーとは】
「ウィーン金貨ハーモニー」は、純度 99.99％のオーストリア政
府が保証する法定通貨であり、その信頼から、日本で最も購入さ
れている金貨です。1 オンス、1/2 オンス、1/4 オンス、1/10 オンス
の 4 種類のサイズがあり、予算に応じた資産形成ができるほか、
友人や家族へのプレゼントにも人気です。資産用コインの他に、
ペンダントやブローチなど、コインジュエリーとしても様々な商品を
展開しています。
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【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

