2017 年 12 月 5 日

NEWS RELEASE

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
「スター・ウォーズ」最新作の世界観を純金と純プラチナ（計約 10kg）で表現した 1 億円のカレンダー

「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金・純プラチナビッグカレンダー2018」
2017 年 12 月 5 日（火）より販売開始！
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

ビッグカレンダー（裏面）

ビッグカレンダー（表面）
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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／最後のジェダイ』《12 月 15 日（金）全国一斉公開》をモチーフに
し、純金と純プラチナで製作したビッグカレンダー「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金・純プラチナ ビッ
グカレンダー2018」（税込価格：1 億円）を製作。新作の映画公開を間近に控えた 12 月 5 日（火）に発売しま
す。
GINZA TANAKA では、2005 年末以来、毎年純金や純プラチナでビッグカ
レンダーを製作・販売しており、好評を博しております。今回発売する「スタ
ー・ウォーズ／最後のジェダイ 純金・純プラチナ ビッグカレンダー2018」（純
金・純プラチナの本体部分：約 100×約 50cm）は、純金約 4.8kg と純プラチ
ナ約 5.2kg の計約 10kg を使用し製作しました。歴代のビッグカレンダーの中
でも、純金と純プラチナを同時に使用したビッグカレンダーの製作は初めて
の試みとなり、GINZA TANAKA が得意とする貴金属加工技術が遺憾なく発
揮されています。
カレンダーの表面には 2018 年の暦を、裏面には『スター・ウォーズ／最後
のジェダイ』に登場する 12 のキャラクターをデザイン。「フォース」の“ダークサ
イド（暗黒面）”は純金上に、“ライトサイド（光明面）”は純プラチナ上に分け、
それぞれの素材で「スター・ウォーズ」の世界観を表現しました。 “ダークサイ
ド”には、上から順にカイロ・レン、キャプテン・ファズマ、ファースト・オーダー
ストームトルーパー、ファースト・オーダー ストームトルーパー・エクセキュー
ショナー（新作映画で初登場） 、エリート・プレトリアン・ガード（新作映画で初登場）、
スノークが描かれ、対する“ライトサイド”には、上から順にレイ、フィン、BB-8、
チューバッカ、ポー・ダメロン、ルーク・スカイウォーカーが描かれています。

＜ビッグカレンダー裏面（部分）＞
“ダークサイド”のファースト・オーダー
（右）は純金で、“ライトサイド”のレジ
スタンス（左）は純プラチナで表現。2
つの貴金属をアクリル内でセットして
います。

暦面には、純金上に 1～6 月の暦とレジスタンスのシンボルマーク、純プラチナ上に 7～12 月の暦とファ
ースト・オーダーのシンボルマークをあしらったほか、5 月 4 日の「スター・ウォーズの日」にもレジスタンスの
シンボルマークを施しました。アクリルフレームは銀河をイメージしたデザインで、上部には、新作映画の特
徴的な赤いロゴを配しています。

暦面の上部にデザインされているレジスタンスのシンボル
マーク（左）と、ファースト・オーダーのシンボルマーク（右）。

“May the Force be with you”のセリフをかけ
た「スター・ウォーズの日」である 5 月 4 日
（May the 4th）には、レジスタンスのシンボル
マークがあしらわれています。

2018 年のビッグカレンダーは GINZA TANAKA の高度な貴金属加工技術により、「スター・ウォーズ」シリ
すいぜん

ーズ最新作に登場するキャラクターの魅力が存分に表現されたファン垂涎の逸品です。本カレンダーは
GINZA TANAKA 銀座本店での展示を皮切りに、全国の GINZA TANAKA 直営店にて巡回展示します。
※巡回展示スケジュールは下記をご参照ください。

＜「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金・純プラチナ ビッグカレンダー2018」 商品概要＞
【商 品 名】 「スター・ウォーズ／最後のジェダイ 純金・純プラチナ ビッグカレンダー2018」
【発 売 日】 2017 年 12 月 5 日（火）
【販 売 場 所】 GINZA TANAKA 直営店
【税 込 価 格】 1 億円
【素材・サイズ】 純金 約 4.8kg、純プラチナ約 5.2kg （計約 10kg）
【素材・サイズ】 純金・純プラチナのカレンダー本体部分：約 100×約 50cm
【素材・サイズ】 カレンダー全体（アクリル板・台座含む）：約 152×約 70.5cm
※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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＜各店巡回展示スケジュール＞
店舗名

店舗住所

一般展示期間

一般問合せ

営業時間

銀座本店

東京都中央区銀座 1-7-7

12 月 6 日（水）～12 月 10 日（日）

03-3561-0491

10：30～19：00

名古屋店

愛知県名古屋市中区大須 4-1-70

12 月 14 日（木）～12 月 17 日（日）

052-262-0277

10：00～18：00

心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋
1-4-21

12 月 20 日（水）～12 月 23 日（土）

06-6253-4111

10：30～19：00

東京都立川市曙町 2-5-1
伊勢丹立川店 2F

12 月 26 日（火）～1 月 3 日（水）

042-595-6388

新潟県新潟市中央区西堀通五番町
866 番 新潟三越 1F

1 月 11 日（木）～1 月 14 日（日）

025-226-7555

福岡県福岡市中央区大名 2-6-60
西鉄グランドホテル 1F

1 月 18 日（木）～1 月 26 日（金）

092-712-4145

10：30～19：00

仙台店

宮城県仙台市青葉区一番町
3-5-7

1 月 30 日（火）～2 月 5 日（月）
※木曜定休日

022-265-4130

10：30～19：00

新宿店

東京都新宿区新宿 3-33-10

2 月 9 日（金）～2 月 13 日（火）

03-3355-5320

10：30～19：00

神奈川県横浜市中区元町 1-29-3

2 月 16 日（金）～2 月 25 日（日）
※月曜定休日

045-663-3151

10：30～19：00

伊勢丹立川店
新潟三越店
福岡 西鉄グラン
ドホテル店

横浜元町店

10：00～19：00
※百貨店に準ずる

10：00～19：00
※百貨店に準ずる

【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

