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永遠に変わることのない、 

ふたりの愛にふさわしい輝きを。

これからを共に歩むふたりに

ずっと寄り添える、確かな輝きを。

創業以来、品質、デザイン、着け心地のすべてに

こだわり続けてきた GINZA TANAKA のブライダルリング。

ふたりの愛のかたちにふさわしい、

永遠の輝きを見つけてください。
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時を経ても輝き続ける

プラチナの、無垢な輝き。

永遠の愛を象徴するにふさわしい輝き、プラチナ。

GINZA TANAKA では

この純粋無垢な輝きを一層引き立てるために、

オリジナルのプラチナを使用。

純度の高い素材と確かな技術により、

この輝きを末永くお楽しみいただけます。
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ロイヤルピュアプラチナ〈RPP〉

独自の技術で開発した純度 99.9% の純プラチナ。

田中貴金属工業（株）の世界最高水準の技術力により生まれた
凛とした美しい輝きを放つ「ロイヤルピュアプラチナ」。
業界最高水準の強度・硬度を誇り、
プラチナ本来の純粋な輝きを末永く楽しめます。

スーパーストロングプラチナ〈SSP〉

プラチナの美しさが引き立つ、キズ付きにくく変形しにくい素材、
プラチナ 950。

プラチナジュエリーの魅力を引き出す素材として開発された、
田中貴金属工業（株）のオリジナル素材です。
キズが付きやすく、変形しやすいといわれていた
プラチナの常識をくつがえした新素材。
大切なブライダルジュエリーを末永く、美しいまま愛用いただけます。

大切なブライダルジュエリーを
いつまでも、美しくご愛用いただくために  。
GINZA TANAKAのブライダルジュエリーには
キズや変形に強い田中貴金属オリジナルのプラチナを使用しています。
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WEDDING
RINGS
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「タナカプレミアムライン」は最高純度 ( ９９．９％ ) の
ロイヤルピュアプラチナを使用したマリッジリング。
このピュアな輝きを、末永く楽しんでいただけるよう、
田中貴金属の革新的技術で
業界最高水準の強度・硬度を実現。
ずっと身に着けるリングだからこそ、
着け心地にもこだわりました。
甲丸と平甲丸の 2 種のフォルム、
2.0 〜 5.0mm の５種の太さからお選びいただけます。

TANAKA PREMIUM LINE

それは、

永遠に変わらない価値と輝きの追求から

生まれたマリッジリング。

タナカプレミアムライン
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TANAKA PREMIUM LINE
タナカプレミアムライン

プラチナ本来の美しさが際立つ
シンプルなデザイン。
幅やデザインの種類も豊富に揃っています。
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それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。

Bouquet & Boutonniere
ブーケ＆ブートニア

ふたりの愛の誓いを “ ブーケ ” と “ ブートニア ” に重ねたシリーズ。
「結婚の神聖な誓いを、いつまでも忘れず、お互いを思いやることができるように」
というメッセージが込められています。
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それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。

Bouquet & Boutonniere
ブーケ＆ブートニア

それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。

ふたりの愛の誓いを “ ブーケ ” と “ ブートニア ” に重ねたシリーズ。
モチーフは、花嫁のブーケと花婿の胸元を飾るブートニア。
ふたりが互いに手を取り合う姿を表したデザインです。
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ゆるやかなウェーブラインがエレガントな指元を演出。 
ラインに沿うように、繊細に輝くメレダイヤをあしらいました。
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“永遠の絆 ”を意味する「リアン エテルネル」。
プラチナのシンプルなラインが寄り添うふたりの絆を表し、
永遠性を表すダイヤモンドは手元を華やかに飾ります。

Lien Éternel
リアン エテルネル
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K18 カラーゴールドリングは、
表情豊かに煌めく、
５色のカラーゴールドのマリッジリング。
シンプルで、ほどよい丸みのある
人気のフォルムにカラーだけでなく、
幅、仕上げ、ダイヤモンドセッティングなど
豊富なバリエーションの中から
自由にカスタマイズできます。

K18 Color Gold Rings

それは、

歴史に培われた、

信頼のカラーゴールドリング。

K18 カラーゴールドリング
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K18 カラーゴールドリングは、
表情豊かに煌めく、
５色のカラーゴールドのマリッジリング。
シンプルで、ほどよい丸みのある
人気のフォルムにカラーだけでなく、
幅、仕上げ、ダイヤモンドセッティングなど
豊富なバリエーションの中から
自由にカスタマイズできます。

K18 Color Gold Rings

それは、

歴史に培われた、

信頼のカラーゴールドリング。

K18 Color Gold Rings
K18 カラーゴールドリング
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K18 Color Gold Rings
K18 カラーゴールドリング
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緩やかな曲線が美しいシンプルなマリッジリング。
センターのダイヤモンドが魅力的に輝きます。
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定番のプラチナから、柔らかな印象のコンビネーションまで
リングの両サイドにミル打ちを施したクラシカルなデザインです。
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なだらかなラインが指元を美しく演出する
エレガントなデザイン。
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プラチナの質感と輝きを生かした
重厚で存在感のあるデザイン。
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ETERNITY
RINGS
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リングの全周にダイヤモンドが留められたフルエタニティリング。
美しく連なる輝きは、ふたりをつなぐ絆そのもの。

「永遠」という名にふさわしい上品さが魅力です。
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リングの約半周にダイヤモンドが連なるハーフエタニティリング。
結婚記念日などのアニバーサリーギフトとしてもおすすめです。
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長い歴史は、“信頼の証”。 

創業当時から変わらぬ、確かな品質をお届けいたします。

1892 年の創業以来、日本の宝飾界を牽引し、

発展の歴史を作り上げてきた GINZA TANAKA。 

ジュエリーの品質を証明する独自の刻印・ホシエスマークの導入、

「K18」や「K24」といった当時日本に存在しなかった

金の品位を明示する規定の制定・普及など、

貴金属の品質を守り抜くための

取り組みに尽力してきました。

その 125 年以上にわたる歴史はまさに“信頼の証”。

私たちはこれからも確かな品質のジュエリーをお届けします。 

建築家・渡辺仁の設計による東京・日本橋の
本社ビル (1920 年竣工)。西洋建築のモダン
な建物が話題を集めました。

HISTORY OF GINZA TANAKA
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1-2. 大正末期から昭和初期にかけてつくられた繊細な細工が美しい櫛と笄、帯留。
3. 1923 年、日本初といわれるダイヤモンド専門書『ダイアモンド』を GINZA TANAKA の前身である山崎商店より発刊。
4. 創業者の山崎亀吉らによって提唱された国内のリングサイズ統一ゲージ。
5. 希少な 11.03ct のペアシェイプダイヤモンドが燦然と輝くティアラ「リズミック スタイル」(1989 年製作)。
6. GINZA TANAKA の品質保証刻印「ホシエス」マーク。厳しいチェックを経たものだけに刻印されます。
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ENGAGEMENT
RINGS
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フランス語で “ かけがえのない ” という
意味を持つ「プレシューズ」。
気鋭のフランス人ジュエリーデザイナーによる
コレクションは
幸福をもたらす 8 枚の花びらをかたどった、
ふたりだけの “ 愛の花 ” がモチーフ。
かけがえのない “ 愛の花 ” には、
これから共に歩むふたりの人生に
たくさんの幸せが訪れるように、という
願いが込められています。

Précieuse

それは、

ヨーロッパの感性と日本の職人技をディティールに宿す

かけがえのない“愛の花”。

プレシューズ
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幸運をもたらす 8 枚の花びらが
ダイヤモンドを優しく包み込むようなモチーフのエンゲージリングと
サイドに花びらをイメージした繊細な模様を施したマリッジリング。

Précieuse
プレシューズ
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ふたりの大切な記念日を彩るペンダントやピアスのアニバーサリーライン。
ブライダルジュエリーから始まった " かけがえのない " 愛の物語の数だけ、
永遠に続く幸福の物語が重ねられていくようにという願いを込めたシリーズです。

Précieuse
プレシューズ

「アニバーサリーライン」
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“愛の蕾”を意味する「ブルジョン ドゥ ラムール」。
センターに向かって細く絞られたアームが
ダイヤの輝きを引き立てる王道のデザインです。

Bourgeon de l'Amour
ブルジョン ドゥ ラムール
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“永遠の絆 ”を意味する「リアン エテルネル」。
リングの半周に施されたメレダイヤは永遠性を表し、中央のダイヤモンドを引き立てます。
マリッジリングはプラチナとダイヤモンドがぴったりと連なり、ふたりの強い絆をイメージしています。

Lien Éternel
リアン エテルネル
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Bouquet & Boutonniere
ブーケ＆ブートニア

ふたりの愛の誓いを ” ブーケ ” と “ ブートニア ” に重ねたシリーズ。
中央に向かって細く絞られたプラチナのアームが、ダイヤモンドの輝きを引き立てます。
リングの内側には「忠誠」を意味する一輪の花があしらわれています。

それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。
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Bouquet & Boutonniere
ブーケ＆ブートニア

ふたりの愛の誓いを “ ブーケ ” と “ ブートニア ” に重ねたシリーズ。
中央のダイヤモンドを美しく輝く花束に見立て、
リボンでその花束を包み込んでいるデザインです。

それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。

それぞれのリングの
内側に一輪の花をデザイン。
2本を重ねるとリングの内側に
ハートが表れ、
ふたりの絆を表現します。
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Histoire d’Or  

Histoire de Platine 

イストワールドール

イストワールドゥプラティーヌ

フランス語で “ 金の物語 ”。
イエローゴールドとプラチナが織りなす
アンティークな風合いが魅力のシリーズです。

フランス語で “ プラチナの物語 ”。
出逢い、結ばれ、未来へと向かう
ふたりの歩みが
輝きに満ち溢れますようにと
願いを込めました。
永遠の美しさを誇るプラチナの
スマートな煌きが魅力です。
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Histoire de Platine 

フランス語で “寄り添って”を意味する「コトアコト」。
どんな時も共に支え合い、寄り添い、ふたりの物語が
輝き続けますように、という思いを込めたデザインです。

Côte à côte
コトアコト
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「シューティングスター」をモチーフに、
ダイヤモンドがまばゆい光を放つデザイン。
サイドから見えるダイヤモンドは、星の軌跡を表現しています。

Étoile Volante
エトワールヴォラント
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ふたりの未来を明るく照らすよう
輝き続ける星をイメージしました。
愛を誓う左手の薬指に着けた時、最も優美な曲線を描きます。

Étoile et toi
エトワールエトワ
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“ 純粋な心”を意味する「アン クール ピュール」。
リングの中心で存在感を放つダイヤモンドは“純粋な愛情”を、
まわりを囲むメレダイヤは “守護”と“永遠”を表しています。

Un Coeur Pur
アン クール ピュール
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PROPOSE
ASTELLION
DIAMOND
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人生でたった一度の、特別な贈り物だからこそ、 
愛する人に心から満足してもらえるリングを贈りたい。 
プロポーズを前にそう考える方に 
GINZA TANAKA がご提案するのは、 

「アステリオン 88 ダイヤモンド」でのプロポーズ。
プレゼントするのはリングではなく、
光り輝く「アステリオン 88 ダイヤモンド」のルース（裸石）と
リングのお仕立て券。 
プロポーズで永遠の愛を誓ったあと、
おふたりでゆっくりと時間をかけて
リングのデザインをご検討いただけます。 

Propose Astellion Diamond

愛する人へのプロポーズを

心から喜んでもらえる瞬間に。

ー婚約指輪の新しい贈り方ー

プロポーズアステリオンダイヤモンド

ASTELLION 88  DIAMOND 
アステリオン 88  ダイヤモンド

「夜空に輝く 100 万の星」がコンセプトの、
GINZA TANAKA オリジナルカットのダイヤモンド。
透明度の高い稀少な原石に、唯一無二の煌きを放つ
高度なオリジナルカットを施しています。
輝きの美しさだけでなく、
その卓越した高い品質を保証する証として、
ガードル部分に、証明番号が刻印されています。

アステリオン 88 ダイヤモンドは
ガードル部分に証明 No. が
刻印されています。

アステリオン 88 ダイヤモンドには、
「ダイヤモンドのフェイスアップ写真」
「ガードル No. の写真」
「アステリオン No.」等が記載された
ギャランティーカードをお付けいたします。

41



紛争ダイヤモンドは一切取り扱っていません
世界の紛争地域で産出されたダイヤモンドの不正取引を根絶するために、国際的機関が定めた「キンバリープロセス」。
GINZA TANAKAはその内容を尊重し、すべてのダイヤモンドの供給先に、
キンバリープロセス証明書（紛争のない地域から産出されたことを示す原産地証明書）および
システム オブ ワランティー（キンバリープロセスに対する宣誓文が記載されたインボイス）を求めています。

GINZA TANAKAのダイヤモンド

GINZA TANAKAのダイヤモンド品質基準 / ビューティーグレード
GINZA TANAKA のダイヤモンドは GIA（米国宝石学会）の「4C」を基準としています。
しかしながら、ダイヤモンドの美しさは、その国際的な評価基準では同一品質であっても
原石の質によって輝きの透明度に違いが表れます。
そこで GINZA TANAKA では「4C」だけでは判別できない、素材そのものの美しさをはかる「ビューティーグレード」を設定。
確かな品質のダイヤモンドのみをお届けしています。
また、強すぎる蛍光性を持つダイヤモンドは、オイルを塗られたように白くぼやけて見えるため、
GINZA TANAKAでは一切使用していません。
2 つの基準を用いて選別を重ね、確かな品質のダイヤモンドのみをお届けしています。 

2社鑑定
GINZA TANAKAでは、エンゲージリングに使用される１石が0.20カラット以上のダイヤモンドすべてに、
国際的に評価の高いGIA（米国宝石学会）基準の鑑定書を付けています。
一般的に自社での鑑定、もしくは１社のみでの鑑定が多いなか、
GINZA TANAKAは第三者の権威ある機関２社に鑑定を依頼。より厳しい評価結果の鑑定書を採用しています。
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ダイヤモンドのカットグレードは、プロポーションと研磨、対称性の総合的な評価によって決まります。
正しい角度と比率でカットされたパーフェクトな対称性をもち、丁寧に研磨されたダイヤモンドほど高い価値が付けられます。

Cut カット（研磨）

※ 評価はラウンドブリリアントカットを対象としています。

Excellent Very Good Good Fair Poor

GINZA TANAKA  品質

0.70ct 1.00ct 1.50ct 2.00ct0.20ct 0.50ct0.30ct

ダイヤモンドの重量はカラット（ct） という単位で示されます。１カラットは0.2gです。
完璧にカットされたラウンドブリリアントカットの直径はその重量に比例します。

Carat カラット（重量）

ダイヤモンドの色はDカラーを最高とし、一般的に無色透明であるほど高く評価されます。
※ ただし、ピンクやブルー、レッドなどのダイヤモンドはファンシーカラーと呼ばれて、希少価値が高いとされています。

無色
D E F G H I J K L M N O P Q R

ほぼ無色 わずかな黄色 非常に薄い黄色 薄い黄色
S 〜 Z

GINZA TANAKA  品質

Color カラー（色）

ダイヤモンドの透明度は、専門家が内包物の量や大きさ、位置を10 倍のルーペまたは専用顕微鏡で検査・分析し判定します。
透明度が高いほど価値も高まります。

内包物などを確
認できない

FL
外部の微少な未
研磨部分を発見
できる

IF
内包物などの発
見が極めて困難

VVS1　 VVS2

注意してみれば
内包物などを発
見できる

VS1　 VS2

容易に内包物な
どを発見できる

SI1　 SI2

肉眼で内包物な
どを発見できる

I1 　I2　 I3

GINZA TANAKA  品質

Clarit y クラリティ（透明度）
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田中貴金属ならではの、
信頼と安心の品質を。

GINZA TANAKAの貴金属

田中貴金属グループは
企業の社会的責任（CSR）を推進しています。

原材料調達においては、人権、環境、倫理などに配慮した
責任ある鉱物調達に向けた取り組みを推進いたします。
紛争地域などの高リスク地域における児童労働をはじめとする
人権侵害、テロリストへの資金供与 、マネーロンダリング、
不正取引、紛争への加担、環境破壊などに係らないことを
合理的に保証するよう、責任ある鉱物調達を推進します。

GINZA TANAKA のグループ会社である
田中貴金属工業（株）は、
1978 年に日本で初めて LBMA

（ロンドン・ブリオン・マーケット・アソシエーション）の
｢公認溶解検定業者｣ の認定を受けたことでも知られ、
その後、世界で 5 社のロンドン地金市場協会の
｢公認審査会社｣ にも選ばれています。
2009 年 4 月には、ＬＰＰＭ

（ロンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット）の
｢公認審査会社｣ にも任命されています。
私たちが提供するジュエリーは、
貴金属を知るプロフェッショナルならではの
確かな品質と美しさで身に着ける方の
人生に寄り添い、歩み続けます。 

44



GINZA TANAKA の確かな品質の証、
ホシエスマークの刻印。

1892 年の創業以来、
確かな品質であることの証として、
ひとつひとつの商品に刻印してきた
星型のマーク ｢ホシエス｣。
GINZA TANAKA では、
保証書の代わりにこの刻印で
ジュエリーの品質を保証しています。

GINZA TANAKAの刻印に込めた想い

ご購入後のメンテナンスやサイズ直しの際にも、
商品をご持参頂くだけで、ご対応を承ります。

ご持参頂きました商品のホシエスマークで、
私たちのジュエリーであることを確認します。
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品質チェック項目

GINZA TANAKA は業界最高水準の厳しい品質基準を設け、「工場出荷時」「受入れ時」「店頭受付時」と 3 回に渡って、
複数項目の厳格なチェックを行っています。デザイン、サイズ、品位、重量、刻印チェックの他に下記を検査しています。

●  リングの表面から内側にいたるまで、キズや小さな穴、亀裂、ロー付け跡などはないか
●  リングの表面から内側にいたるまで、磨き残しはないか
●  リングの厚みや幅は規定通りか
●  指通りがよく、着け心地に問題はないか
●  身体や衣類にひっかかる部分はないか

仕上げ

●  「4C」評価は当社基準を満たしているか
●  「ビューティーグレード」は当社基準を満たしているか
●  第三者の権威ある機関2社に鑑定を依頼し、より厳しい 1社の鑑定書を採用して
  いるか（1石0.20カラット以上の場合）
● センターダイヤモンドはもちろんメレダイヤにいたるまで、10倍のルーペで見て欠けや表面にキズはないか
●  メレダイヤのグレードにばらつきはないか

ダイヤモンドの品質

●  ダイヤモンドが最も美しく見える角度にセッティングされているか
●  １ピースごとに、ダイヤモンドの動きや浮きはないか
●  爪の幅、厚みは既定通りか、強度に問題はないか
●  きちんとダイヤモンドに爪がかかっているか、爪の大きさは揃っているか
●  ダイヤモンドは斜めに留まっていないか、高さは揃っているか

ダイヤモンドセッティング

GINZA TANAKAの品質管理
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熟練のクラフトマンが
生涯にわたってアフターサービスを承ります。

ふたりの誓いのリングがいつまでも輝き続けますように。
全国の GINZA TANAKA にて、ブライダルジュエリーの
アフターサービスをご利用いただけます。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。

洗浄
イオン洗浄機を使用して、脂汚れなど、
くすみの原因をきれいに落とします。
とくにダイヤモンドは皮脂が付きやすい宝石のため、
洗浄後は見違えるように輝きを取り戻します。

磨き上げ
バフがけという方法で磨き上げ、細かなキズを取り除くことにより、
リングは見違えるように、再び輝きだします。
※ リングのデザインによっては磨き直しができない場合がございます。

サイズ直し
指に合わなくなったリングのサイズを調整いたします。
※ リングのデザイン、サイズによってはお直しができない場合がございます。 
※ サイズ直しは、リングの強度を考慮して 2回までをおすすめしています。

メレダイヤセッティング（初回無料）
メレダイヤ（0.10カラット未満）の石落ちを
初回無料にてお直しいたします。
※ 一部対象外がございます。

GINZA TANAKAのアフターサービス
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GINZA TANAKA の Web サイトでは
カタログ掲載の商品をより詳しく見ることができます。

掲載されていない商品のご紹介もしていますので、ぜひご覧ください。




