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はがきサイズ：W100×H154mm

新作ジュエリーや特別限定純金メダルなど、魅力あふれる商品を幅広く
ご用意いたしました。
「田中貴金属の純金積立」会員様は積立の品種を問わず、ジュエリーなどに
等価交換できますので、ぜひご検討ください。
また、お買い物の際には「�,���円のお買い物特典」をご利用いただけ
ますので、この機会にご活用ください。

GINZA TANAKAの最新号
「通販カタログ／���� SUMMER SELECTION」のご案内

ゴールドとダイヤモンドを組み合わせた立体的なデザインが魅力の逸品です。
プラチナを施したネックレスはシーンに合わせて表情を変えられます。

日々のシーンの彩りをよりエレガントに。

※Fマークが付いている商品はフリーアジャスター（長さを調節可能）付。 ※写真は実物の1.3倍です。
※「GINZA CROSSOVER／ギンザクロスオーバー」は、TANAKAホールディングス（株）の登録商標です。／登録第5664222号／ 5664223号
※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）リングは約5週間です。

※ネックレスのパーツは位置
を動かせるのでスタイルに合
わせてアレンジできます。

NEW

¥197,800A197-0101
K18YG／ダイヤ合計約0.25ct ／最長
45cmF／トップ長さ約10mm

[ ギンザクロスオーバー ]
K18イエローゴールド 
ダイヤ ペンダント01

¥219,400A197-0102
K18YG／ダイヤ合計約0.58ct ／最大
幅約7mm／サイズ：６号～１５号

[ ギンザクロスオーバー ]
K18 イエローゴールド
ダイヤ リング02

¥235,000A197-0103
Pt900/K18YG／ダイヤ合計約0.16ct
／最長68cm ／最大幅約13mm／スラ
イド式 

プラチナ/K18
イエローゴールド ネックレス03

特典コード：S 4 FWK（こちらのコードをご注文の際、ご使用ください）
【お買い物特典ご利用に際してのご注意】●通信販売・オンラインショップで合計3万円以上（税込）の
お買い物の際、ご利用いただけます。（地金・コインは除く）●本特典のご利用は、お一人様1回限りとさせて
いただきます。●店舗でのお買い物にはご利用いただけません。●他の特典との併用はご遠慮願います。

3,000円 有効期限
2019年9月末日

お買い物
特典

通信販売・オンラインショップ限定

ご注文ハガキの
使用方法

ご注文ハガキに
事項をご記入ください。

インクをはじきますので、
油性の黒いボールペンを
ご使用ください。

①

②

ご注文ハガキを
ミシン目に沿って
切り離してください。

③

谷折り部分を
折り返します。

④

コインなどで
紺色部分をまんべんなく
こすってください。

＊一度こすったあとに開けてしまうと
　粘着力が弱くなります。
＊鋭い物での作業、力の入れ過ぎ等で紙
　が破れる場合があります。

※表示価格は税込価格です。

01
45cm
合計 0.25ct

02
合計 0.58ct

03
68cm
合計 0.16ct
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※耳たぶにはさむだけで
　装着できます。

※笛になっており、吹くと
　音がでます。

※金具は
　バネ式です。

人々を 魅了して やまな い
ゴールドの 輝きを身にまとう喜び。
シンプルなものから、繊細な表情まで多彩なデザインで、
ゴールドの美しさを引き出します。
身に着けてこそ、洗練された存在感が 引き立ちます。

爽 やかに サマーシーズンを装う
プラチナジュエリー。
プラチナの輝きは、夏に合う涼しげで爽やかなイメージです。
身に 着けやすいデザインでサマーシーズンの大人の装いを
エレガントに 演出します。

NEW NEWNEW
プラチナ キヘイネックレス
（2面カット）10

P36(参考価格¥129,600)A197-0310
Pt850／重さ約20ｇ／長さ約60cm／チェーン
幅約2mm／金具：ヒキワ金具

プラチナ
ネックレス

¥98,000A197-0312
Pt950／最長45cmF／最大幅約5mm

12プラチナ ホイッスル
ペンダントトップ

¥144,000A197-0311
Pt900 ／ダイヤ合計約0.10ct ／長さ
約45ｍｍ

11純プラチナ
ネックレス

¥165,000A197-0309
純Pt ／長さ約42cm／最大幅約3mm

09
NEW

K18イエローゴールド
ネックレス

¥86,500A197-0203
K18YG ／長さ約60cm ／チェーン幅
約2mm

03純金 キヘイネックレス
（6面カットダブル）

G112(参考価格¥571,200)A197-0201
K24 ／重さ約50ｇ／長さ約50cm／チェーン
幅約5mm／金具：中折れ式金具（二枚刃）

01 純金ウィーン金貨ハーモニー
1/4オンス ペンダントトップ04

G14(参考価格¥71,400)A197-0204
K24ウィーン金貨1/4オンス/K18YG ／長さ
約35mm

純金
ネックレス

¥175,000A197-0202
K24／長さ約42cm／最大幅約5mm

02

NEW NEW NEW
純プラチナ キヘイネックレス
（12面カットトリプル）14

P117(参考価格¥421,200)A197-0314
純P t／重さ約50ｇ／長さ約50cm／チェーン
幅約5mm／金具：中折れ式金具（2枚刃）

プラチナ /K18イエローゴールド
ピアリング （リバーシブル）

¥86,400A197-0316
Pt900/K18YG／サイズ約13×6mm

16プラチナ
イヤリング

¥68,000A197-0315
Pt900／サイズ約11×6mm／バネ式

15純プラチナ
リング

¥146,000A197-0313
純Pt ／最大幅約7mm ／サイズ：7～
17号

13
NEW

純金
リング

¥175,200A197-0207
K24／最大幅約12mm ／サイズ：6～
16号

07純金
ペンダント

¥222,600A197-0206
K24／長さ約45cm／トップ長さ約
28mm

06純金メイプルリーフ金貨
1/4オンス ペンダントトップ05

G13(参考価格¥66,300)A197-0205
K24メイプルリーフ金貨1/4オンス/K18YG ／
長さ約32mm

K18イエローゴールド
リング

¥107,000A197-0208
K18YG ／最大幅約11mm／サイズ：
8～17号

08

02
42cm

07

08

01
50g
50cm

03
60cm 06

45cm

04

05

12
45cm

10
60cm
20g

09
42cm

11

16

14
50cm
50g

13

15

※写真は実物の0.95倍です。  ※参考価格の商品は販売レート商品（「G」「P」マーク）です。商品価格は、受付日当日の金・プラチナ税込小売価格を適用し、計算します。
※参考価格は、2019年4月の貴金属価格を参考に金小売価格5,100円 /㌘（税込）で計算しております。（当日の金税込小売価格により毎日価格が変動いたします。）  ※商品重量は等価交換に必要な重量ではありません。
※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）リングは約５週間です。

※Fマークが付いている商品はフリーアジャスター（長さを調節可能）付。  ※写真は実物の0.95倍です。  ※参考価格の商品は販売レート商品（「G」「P」マーク）です。商品価格は、受付日当日の金・プラチナ税込小売価格を適用し、計算します。
※参考価格は、2019年4月の貴金属価格を参考にプラチナ小売価格3,600円 /㌘（税込）で計算しております。 （当日のプラチナ税込小売価格により毎日価格が変動いたします。）   ※商品重量は等価交換に必要な重量ではありません。
※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）リングは約５週間です。2 3
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42cm
径7.5～8mm

42cm
径7.5～8mm

径7.5～8mm

径7.5mm

GINZA TANAKAのパール　� つの約束
1. パール専門の第三者機
関による信頼の証、鑑別書
付き。

2. オールノット仕上げで
首元に沿うしなやかな着け
心地。

3. 防湿・防虫に優れた保
管用の桐箱に入れてお渡し
いたします。

4. イヤリングとピアスの金
具はこだわりのプラチナ製
（Pt900）。

5. 指先で持ちやすく
着脱しやすいオリジナル
シルバー製クラスプ。

プラチナ 1カラット
ダイヤ ペンダント

¥1,000,000A197-0401
Pt900/Pt850 ／ダイヤ1.00ct以上
･Hカラー以上・SI2以上・エクセレント
カット／最長45cmF ／トップ長さ
約9mm／鑑定書付

01 プラチナ 1カラット
ダイヤ ペンダント

¥1,000,000A197-0402
Pt 900/Pt850／ダイヤ1.00ct以上
･Hカラー以上・SI2以上・エクセレント
カット／最長45cmF ／トップ長さ
約9mm／鑑定書付

02 プラチナ 1カラット
ダイヤ リング

¥1,069,000A197-0403
Pt900／ダイヤ合計約1.14ct (センター
ストーン1.00ct 以上･Hカラー以上・
SI2以上・エクセレントカット)／最大幅
約7mm／サイズ：7~17号／鑑定書付

03

各¥108,000
【限定３０セット】 A197-0508

ネックレス：アコヤ真珠（径約7.5~8mm 未満）／長さ約42cm
クラスプ：シルバー／オールノット仕様
イヤリング・ピアス：Pt900／アコヤ真珠（径約7.5～8mm未満）
※鑑別書・桐箱・糸替えサービス券（1回無料・無期限）付
ブローチ：シルバー／アコヤ真珠（径約7.5mm 未満）／サイズ約36×24mm

ネックレス＆イヤリング＆ブローチ
【限定10セット】 A197-0509 ネックレス＆ピアス＆ブローチ　　

アコヤ真珠3点セットNEW

各¥98,000
【限定３０セット】 A197-0510

ネックレス：アコヤ真珠（径約7.5~8mm未満）／長さ約42cm
／クラスプ：シルバー／オールノット仕様
イヤリング・ピアス：Pt900 ／アコヤ真珠（径約7.5~8mm未満）
※鑑別書・桐箱・糸替えサービス券（1回無料・無期限）付

ネックレス＆イヤリング
【限定10セット】 A197-0511 ネックレス＆ピアス　　

アコヤ真珠2点セットNEW

[ファセット ミラクル ]
K18 イエローゴールド
ネックレス

¥164,400A197-0404
K18YG／長さ約43cm／最大幅約5mm

04

[ファセットミラクル ]
K18 イエローゴールド
リング

¥77,500A197-0405
K18YG／最大幅約7mm／サイズS：７
~10号／M：11~14号／L：15~18号

05

[ファセット ミラクル ]
純プラチナ リング

¥94,000A197-0406
純Pt／最大幅約7mm／サイズS：７~10
号／M：11~14号／L：15~18号

06

[ファセット ミラクル ]
純プラチナ ネックレス

¥123,100A197-0407
純Pt ／長さ約42cm ／最大幅約5mm

07

01
1.0ct

02
1.0ct

03
センターストーン
1.0ct

04
43cm

07
42cm

05

06

径7.5～8mm

※Fマークが付いている商品はフリーアジャスター（長さを調節可能）付。  ※写真は実物の1.3倍です。  ※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約5週間かかる場合がございます。）03のリングは約5週間です。
※写真はほぼ原寸大です。  ※鑑別機関で巻き、形、光沢（てり）、きず、仕上げの項目において5段階評価の「ランクⅡ」以上の真珠を使用しております。
※真珠は自然が育むため、実際の商品の色や配置、形、エクボなどは写真と異なる場合がございます。  ※お届けまで約２週間です。

カットグレードの最高峰
「エクセレントカット」を施した

�カラットダイヤモンドシリーズ。

�カラットのダイヤモンドを贅沢に

Pearl Jewelry
一つは持っておきたい、高品質なアコヤ真珠。

さまざまなイベント、あらゆるシーンで活躍します。

カラット、カラー、クラリ
ティ、カットのすべてが
同じグレードのもので
すが、明らかに美しさ
は異なります。左のよう
な白く濁ったダイヤは
使用しておりません。

澄んだ輝きの
ダイヤモンドだけを厳選。
国際的な評価基準である�Cと、素材
そのものの美しさをはかる「ビュー
ティーグレード」の２つの基準を用い
て選別。透明度が高く、クリアな輝き
の美しいダイヤモンドだけを厳選して
います。

通 販 限定

繊細なカットが生み出す優美な輝き。
Face t t e s  Mi r a c l e
ファセット ミラクル

※「Facettes Miracle（ファセット ミラクル）」は、TANAKAホールディングス（株）の登録商標です。／登録第5750558号

�点セット
ネックレス

イヤリングまたはピアス

アコヤ真珠

�点セット
ネックレス

イヤリングまたはピアス
ブローチ

アコヤ真珠

通 販 限 定

4 5
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� way で楽しめる
誕生石ジュエリー

ペンダントはその日の気分で使い分けて。

各¥73,600
プラチナ バースストーン
３Wayペンダント
Pt900/Pt850／最長45cmF／トップ長さ約11mm

01

02
50cm

03

06

07
05
50cm

04
Jan

Jul Aug Sep Oct Nor Dec

Feb Mar Apr May Jun

誕生石は身に着けた人に幸せをもたらすとされています。
馬蹄のデザインに誕生石をあしらったペンダントは � 通りにアレンジできます。
大切な人への贈り物に最適なジュエリーです。

ヨーロッパの伝統的な額縁装飾の彫りをモチーフにした、クラシカルなデザインのジュエリー。
アクセントにダイヤモンドをあしらい、透かしを施した精緻な細工は見る人を惹きつけます。

ゴールド & プラチナ
モチーフ ジュエリー

※Fマークが付いている商品はフリーアジャスター（長さを調節可能）付。　※写真は実物の1.1倍です。 ※天然石を使用しているため、実際の商品の色などが写真とは異なる場合がございます。
※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）※Fマークが付いている商品はフリーアジャスター（長さを調節可能）付。 ※写真は実物の1.2倍です。  ※お届けまで約2週間です。（在庫状況により約6週間かかる場合がございます。）リングは約５週間です。

¥87,000A197-0601
K18YG／ダイヤ合計約0.02ct ／サイズ
約14×14mm

K18 イエローゴールド
ダイヤ ピアス01

NEW

¥130,000A197-0602
K18YG／ダイヤ合計約0.05ct ／最長
50cmF／トップ長さ約15mm

K18 イエローゴールド
ダイヤ ペンダント02

NEW

¥185,000A197-0603
K18YG／ダイヤ合計約0.13ct ／最大
幅約11mm／サイズ：7~17号

K18 イエローゴールド
ダイヤ リング03

NEW

¥120,000A197-0604
K18YG／ダイヤ合計約0.05ct ／最大
幅約7mm／サイズ：7~17号

K18 イエローゴールド
ダイヤ リング04

NEW

¥96,000A197-0605
Pt950／ダイヤ合計約0.01ct ／最長
50cmF／トップ長さ約19mm

プラチナ
ダイヤ ペンダント05

NEW

¥137,000A197-0606
Pt950 ／ダイヤ合計約0.05ct ／最大
幅約7mm／サイズ：7~17号

プラチナ
ダイヤ リング06

NEW

¥106,000A197-0607
Pt950／ダイヤ合計約0.02ct／サイズ
約19×13mm 

プラチナ
ダイヤ ピアス07

NEW

A197-0708
ガーネット
ダイヤ合計約0.01ct

１月

ガーネット
（友愛・真実）

08

A197-0709
アメシスト
ダイヤ合計約0.01ct

2月

アメシスト
（誠実・心の平和）

09
エメラルド
（幸福・幸運）
A197-0712
エメラルド
ダイヤ合計約0.01ct

5月

12
パール
（健康・富）
A197-0713
アコヤ真珠
ダイヤ合計約0.01ct

6月

13

ルビー
（情愛・仁愛）
A197-0714
ルビー
ダイヤ合計約0.01ct

7月

14
ペリドット
（夫婦の幸福・和合）
A197-0715
ペリドット
ダイヤ合計約0.01ct

8月

15
サファイア
（慈愛・誠実）
A197-0716
サファイア
ダイヤ合計約0.01ct

9月

16
オパール
（歓喜・幸福）
A197-0717
オパール
ダイヤ合計約0.01ct

10月

17
シトリン
（富・幸福）
A197-0718
シトリン
ダイヤ合計約0.01ct

11月

18
タンザナイト
（高貴・冷静）
A197-0719
タンザナイト
ダイヤ合計約0.01ct

12月

19

ダイヤモンド
（清浄無垢・純潔）
A197-0711
ダイヤ合計約0.04ct

4月

11
アクアマリン
（聡明・沈着）
A197-0710
アクアマリン
ダイヤ合計約0.01ct

3月

10

6 7
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桐箱付

※写真はほぼ原寸大です。  ※お届まで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）

時を超える栄 華 の 象 徴  純 金製 大 判・小 判
江戸時代の栄華を偲ばせる 縁起物、格式のある工芸品として、純金製大判・小判は 時を超えて 愛されています。

ミッキーマウス ��周年デザイン
特別限定純金メダル

「 ファンタジア 」
ミッキーマウスのスクリーンデビュー �� 周年を
記念した純金メダルの第二弾 が登場しました。
貴重な「ファンタジア」のアートを刻印した
期間限定販売のメダルです。

01
30g

04
10g

05
5g02

30g

03
20g

裏面表面
※アクリルフレーム：約10×11.5cm

メダルとアクリルフレームをリバーシブルでお楽しみいただけます。

©Disney

Celebrating 90years of MICKEY MOUSE “FANTASIA”

※写真は実物の0.85倍です。   ※参考価格の商品は販売レート商品（「G」「P」マーク）です。商品価格は、受付日当日の金・プラチナ税込小売価格を適用し、計算します。
※参考価格は、2019年4月の貴金属価格を参考に金小売価格5,100円 /㌘（税込）で計算しております。（当日の金税込小売価格により毎日価格が変動いたします。）   ※商品重量は等価交換に必要な重量ではありません。

G54(参考価格¥275,400)A197-0801
K24／約30g／約3.5×5.8cm
 ※桐箱付

純金小判 大黒天 30g01 純金小判 恵比寿天 30g
G54(参考価格¥275,400)A197-0802

K24／約30g／約3.5×5.8cm
 ※桐箱付

02
G37(参考価格¥188,700)A197-0803

K24／約20g／約2.6×4.3cm
 ※桐箱付
 ※「富士昇龍」は、TANAKAホールディングス（株）  
の登録商標です。／登録第6108423号

純金小判 富士昇龍 20g03

G19(参考価格¥96,900)A197-0804
K24／約10g／約2.7×4.3cm
 ※桐箱付

純金小判 10ｇ04
G10(参考価格¥51,000)A197-0805

K24／約5g／約2.1×3.2cm
 ※桐箱付

純金小判 5ｇ05
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新しい 時代の幕開けを記念した
「田中貴金属」の逸品

純金小判 令和 20g

¥180,000A197-0806
K24／約20g／約2.6×4.3cm
 ※桐箱付

06

純金大判 令和 200g

¥1,770,000A197-0808
K24／約200g／約7.5×12.5cm
 ※桐箱付

08 千両箱
純金小判 令和 20g×50枚（約1,000g）

¥8,400,000A197-0809
K24／約1,000g ／小判サイズ約2.6×4.3cm
木製千両箱［外寸］：幅約19.5×奥行約13×高さ約5cm
 ※受注制作のため、お渡しまでに約3ヶ月頂戴いたします。

09

純金小判 令和 50g

¥445,000A197-0807
K24／約50g／約3.6×6cm
 ※桐箱付

07

ミッキーマウス
90周年デザイン
純金メダル 3g

¥60,000A197-0910
K24 ／約3g ／直径約16mm

10
ミッキーマウス
90周年デザイン
純金メダル 8g

¥105,000A197-0911
K24 ／約8g ／直径約22mm

11
ミッキーマウス
90周年デザイン
純金メダル 16g

¥205,000A197-0912
K24 ／約16g ／直径約28mm

12

※写真は11の商品です。

����年��月末日までの限定販売

※お届けまで約２週間です。（在庫状況により約６週間かかる場合がございます。）

※お届けまで約2ヶ月です。（在庫状況により約3ヶ月かかる場合がございます。）

NEW NEW NEW
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