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NEWS LETTER

貴金属の老舗 GINZA TANAKA
～万病息災・子孫繁栄の願いを込めた「亥（猪）」や七福神由来の工芸品など～

2019 年の干支「亥」や縁起物の純金製小物をご紹介
GINZA TANAKA
田中貴金属ジュエリー株式会社

「純金置物 福まめ十二支」

「純金置物 猪」（津田永寿 原型作）
「純金大判 亥」

1892 年に創業した貴金属の老舗 GINZA TANAKA（田中貴金属ジュエリー株式会社 本社：中央区銀
まさかず

座、代表取締役社長執行役員：田中 和和、以下 GINZA TANAKA）は、毎年、干支や縁起物をモチーフ
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。2019 年
の干支である「亥」は、十二支のなかの 12 番目に数えられる干支です。猪は、その肉を食べると万病予防
になるという言い伝えや、多産であることから無病息災・子孫繁栄を願う縁起物として人気のモチーフです。
また、後退せず一直線に突き進んで行くことから、勇猛果敢に目標に向けてまっすぐ突き進む象徴として
も人気です。この度 GINZA TANAKA で販売している、2018 年の新作を含む干支や縁起物の工芸品な
どをご紹介します。

＜GINZA TANAKA 2018 年新作 干支・縁起物工芸品のご紹介＞
【発

売

日】 2018 年 10 月 1 日（月）

【販 売 場 所】 GINZA TANAKA 直営店、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 4,700 円／g で計算しております。

■「純金置物 福まめ十二支」
縁起の良い十二支を揃えたまめのようにかわいらしいサイズの純金製の置物です。「まめ」という言葉
ま

め

は、漢字では“忠実”とも書き、勤勉・丈夫・健康・誠実などを意味する言葉です。また、「まめに働く」などの
言葉に掛けて縁起物とされ、語呂合わせで「魔の目（魔目＝まめ）」に豆を投げつけて「魔を滅する（魔滅
＝まめ）」に通じることから、無病息災を祈る意味もあります。「まめ」のように小さなそれぞれの干支の置
物は、丸いフォルムがかわいらしく、福福しい愛嬌のあるあどけない表情が特徴です。
【商

品

名】 「純金置物 福まめ十二支」

【税込参考価格】 564,000 円
【素 材 ・ サ イズ】
K24／約 24g、
本体：各直径約 1.3 cm
（部分）
※専用ガラスケース（幅約 26×奥行約 20×高さ約 17.5cm）、桐箱付き
※「福まめ十二支」は、TANAKA ホールディングス㈱にて商標登録出願中です。

■「純金置物 猪」（津田永寿 原型作）
金工芸界の大御所である鋳金家・津田永寿の原型をもとに純金で製作した、猪の置物です。純金ならではの
滑らかな曲線と質感で猪の存在感を表現しました。静かな佇まいながらも、揺るぎない力強さを感じさせるデザ
インです。
【商

品

名 】 「純金置物 猪」（津田永寿 原型作）

【税込参考価格】 517,000 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24／約 35g、本体：高さ約 7cm
※専用ガラスケース（幅約 21×奥行約 17×高さ約 19cm）、桐箱付き

■「純金大判 亥」
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ある定番工芸品です。2019 年の干支「亥」に因ん
だ純金製大判は、中央に躍動感あふれる猪をデザインしました。猪の持つ勇敢さや
大地を蹴ってまっすぐ進む姿を生き生きと描いた純金製大判は、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 亥」

【税込参考価格】 1,645,000 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24／約 200g、本体：幅約 7.7×縦約 12.5cm
※桐箱付き

※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 4,700 円／g で計算しております。

■「純金／純銀 戎さま」「純金／純銀 大黒さま」
七福神のなかでも人気の戎さまと大黒さまがモチーフの純金／純銀製の置物です。釣り竿を持ち、鯛を抱え、
波打ち際に立つ戎さまは商売繁盛の神として知られています。右手に打出小槌、左肩に大きな袋を背負い、米
俵に乗る大黒さまは、出世や金運、五穀豊穣のご利益のある福の神とされています。いずれの置物も踊るよう
に楽し気で、金や銀で生き生きと表現されています。
【商

品

名】 「純金／純銀 戎さま」

【税 込 価 格】 248,400 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24／約 12g／SV
本体：高さ約 6.6cm
【商

品

名】「純金／純銀 大黒さま」

【税 込 価 格】 248,400 円
【素 材 ・ サ イズ】 K24／約 12g／SV
本体：高さ約 6cm

「純金／純銀 戎さま」
※専用ガラスケース（幅約 15.5×奥行約 12×高さ約 15cm）、桐箱付き

「純金／純銀 大黒さま」

＜ご参考：GINZA TANAKA 干支関連商品＞

「純金置物 亥」
（鹿島一谷 原型作）

「純金置物 干支 亥」
（大淵光則 原型作）

「純金根付 亥」
（鹿島一谷 原型作）

税込参考価格：1,104,500 円
K24／約 100g
本体：高さ約 3.5cm
専用ガラスケース、桐箱付き

税込価格 90,500 円
K24／約 5g
本体：高さ約 2cm
専用ガラスケース、桐箱付き

税込価格：58,000 円
K24／約 4.9g
本体：長さ約 1.2cm・桐箱付き

「銀根付 亥」
（鹿島一谷 原型作）
税込価格：1,950 円
SV
本体：長さ約 1.2cm・桐箱付き

「金箔はがき 亥」
税込価格：2,150 円
幅約 15×縦約 10.5 cm

※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 4,700 円／g で計算しております。
※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報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、伊勢丹浦和店、横浜元町店、仙台店、
名古屋店、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、小柴 TEL：03-6311-5590
■一般からのお問合せ／GINZA TANAKA TEL：0120-556-826 https://www.ginzatanaka.co.jp

