
※商品価格は、全て消費税率10%の税込価格となります。 ※カタログの有効期限内であっても予告なく価格や仕様が変わる場合がございます。 カタログ有効期限2020年9月末日 KH6.201909

GINZA TANAKA
工芸品カタログ

ART & CRAFTS CATALOG 2020



ART & CRAFTS CATALOG 2020

人生に気品と喜びを与えてくれる
深い煌き。

人気の大判・小判、暮らしに溶け込むモダン仏具、

毎年ご好評をいただいている十二支の置物。

持つ、身につける、眺める、使う、贈る ― 

あらゆるかたちで、いっそう自由な楽しみかたで、

心はずむ瞬間を届けていきます。

GINZA TANAK A  工芸品カタログ

金箔アート 「ボタニカル No.1」KH6-0203

¥41,000
額：縦約 29.5cm×横約 23.5cm

プラチナ箔アート 「ボタニカル No.2」KH6-0204

¥41,000
額：縦約 26.5cm×横約 26.5cm

純金オブジェ 「子（ねずみ）」KH6-0101

¥980,000
K24／約70g／本体高さ約3.4cm
※台座付

純金オブジェ 「ねこ」KH6-0102

¥1,200,000
K24／約90g／本体高さ約4.6cm
※台座付

室内に優美で清楚な趣きを。

幸運を象徴するさまざまな植物を、繊細なカッティングで表現。

金箔とプラチナ箔の高級感あるアートはギフトにもおすすめです。

ペーパーアーティスト 菅野 一剛 作

����年生まれ。明治大学文学部卒業後、アパレルのテキスタイルやデザインに携わる。

����年「nekonekodesign PAPER ARTS」（ネコネコデザインペーパーアーツ）設 立。

「紙を縫い、切る」独自のスタイルが国内外から大きな注目を集めるペーパーアーティスト。

小さな存在を慈しみ、愛でるゴールド。

自然界に生きる小さな生命へのまなざしを、

純金の無垢な重みと柔らかさに込めた愛らしいオブジェ。

手に取り愛でるゴールドから伝わる力とやすらぎ。

木彫彫刻家 はしもと みお 作
兵庫県出身の彫刻家。「生きている大切な命をずっと残しておきたい」という思いから、

まるで「生きている」動物が目の前にいるような肖像彫刻をつくる。

近年、多くの注目を浴びるようになり、木彫り教室、ワークショップ、展覧会などを

全国各地で開催し、多方面で活躍。

各限定��� 個
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江戸の栄華を伝える縁起物
純金製大判・小判
江戸の栄華を象徴する縁起物、純金製大判・小判は格式のある工芸品として、

世代を超えた資産として、価値のある逸品です。
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大
判
・
小
判

豊臣秀吉の命により金工師後藤四郎兵衛が

鋳造したのが大判のはじまり。

江戸時代を通じて後藤家が製造を続けました。

GINZA TANAK A  の ���g 大判は

第十七代後藤家の書体を模写した

「金十両後藤家」の文字と

「花押（かおう）」が墨書きされています。

���g 

※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。 ※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。
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大黒天

��g

富士昇龍

昇鯉・昇龍

��g��g

恵比寿天

純金大判

昇鯉（表面） 昇龍（裏面）

純金小判

※全て桐箱付
※写真は全て実寸大です。

桐箱

100gKH6-0304

［G175］ 参考価格 ¥962,500
K24／約100g ／約7×11cm
※桐箱付
※写真は実寸大です。

昇鯉・昇龍KH6-0405

［G110］ 参考価格 ¥605,000
K24／約60g／約3.5×5.8cm
※リバーシブルタイプ

富士昇龍KH6-0406

［G37］ 参考価格 ¥203,500
K24／約20g／約2.6×4.3cm

恵比寿天KH6-0407

［G54］ 参考価格 ¥297,000
K24／約30g／約3.5×5.8cm

大黒天KH6-0408

［G54］ 参考価格 ¥297,000
K24／約30g／約3.5×5.8cm

50gKH6-0409

［G89］ 参考価格 ¥489,500
K24／約50g／約3.8×6.2cm

30gKH6-0410

［G53］ 参考価格 ¥291,500
K24／約30g／約3.8×6.2cm

20gKH6-0411

［G36］ 参考価格 ¥198,000
K24／約20g／約3.8×6.2cm

10gKH6-0412

［G19］ 参考価格 ¥104,500
K24／約10g／約2.7×4.3cm

5gKH6-0413

［G10］ 参考価格 ¥55,000
K24／約5g／約2.1×3.2cm

千両箱

※千両箱：木製（金具は真鍮製）。
※無料で千両箱の天面に家紋をお入れすることができます。
※きりもちは小判を5枚ずつ収納できます。
＊受注制作のため、お渡しまでに約7週間頂戴いたします。

純金小判5ｇ×50枚（約250g）KH6-0303

［G450］ 参考価格 ¥2,475,000
K24／約250g ／小判サイズ約 2.1×3.2cm
千両箱 [ 外寸 ]：幅約19.5×奥行約13×高さ約5cm

純金小判10ｇ×50枚（約500g）KH6-0302

［G870］ 参考価格 ¥4,785,000
K24／約500g ／小判サイズ約 2.7×4.3cm
千両箱［外寸］：幅約19.5×奥行約13×高さ約5cm

純金小判 20ｇ×50枚（約1,000g）KH6-0301

［G1680］ 参考価格 ¥9,240,000
K24／約1,000g ／小判サイズ約 3.8×6.2cm
千両箱 [ 外寸 ]：幅約25.5×奥行約16.5×高さ約5cm



お願い地蔵 ふくろう ふくろう
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生活空間に華やぎを、       GINZA TANAK Aが贈る純金製置物

天空へと飛翔する昇龍の雄姿に、

運気上昇・家運隆盛の願いを込めて……。

龍が手にする純プラチナ製「如意宝珠」は、

願いを成就させると言われています。

純金製置物 瑞 雲昇龍
〈大淵光則 原型作〉 ず い う ん しょう りゅう

純
金
製
置
物

おしどり

銀器界の名門、早川徳太郎門下。

日本だけでなく、イタリアにて銀器工芸も学び、

世界の銀器事情に精通する。

����年、黄綬褒章受章。����年、旭日双光章受章。

金工作家 大淵 光則 原型作

「瑞雲昇龍」は専用六角形
ケースにお納めいたします。

※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。

純金／純銀 瑞雲昇龍 [ 大 ]（Ｐｔ宝珠付）KH6-0501

［G300］ 参考価格 ¥1,650,000
K24 約60g ／純Pt 約4g／ SV／本体高さ約17cm 
※ガラスケース（幅約26×奥行約20×高さ約30cm）
※レザー調ケース付

純金／純銀 瑞雲昇龍（Ｐｔ宝珠付）KH6-0502

［G160］ 参考価格 ¥880,000
K24 約30g ／純 Pt 約2g／ SV／本体高さ約9cm 
※ガラスケース（幅約18×奥行約15.5×高さ約22cm）
※レザー調ケース付

純金置物 おしどりKH6-0503

¥251,000
K24／約15g／本体高さ約1.8～2.2cm
※目の部分はブラックカルセドニー（オニキス） 
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約17cm）・桐箱付

純金置物 お願い地蔵KH6-0504

¥183,000
K24／約10g／本体高さ約3.8cm 
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約17cm）・桐箱付 

戎さま 大 黒さま

純金置物 ふくろうKH6-0607

¥229,000
K24／約15g／本体高さ約3.8cm 
※ガラスケース（幅約15.5×奥行約12×高さ約16cm）

純金置物 ふくろうKH6-0608

¥44,000
K24／約2g／本体高さ約1.8cm 
※ガラスケース（幅約8×奥行約8×高さ約11.5cm）

純金／純銀 戎さまKH6-0605

¥253,000
K24／約12g／ SV／本体高さ約6.6cm
ガラスケース（幅約15.5×奥行約12×高さ約15cm）・桐箱付

純金／純銀 大黒さまKH6-0606

¥253,000
K24／約12g／ SV／本体高さ約6.6cm
ガラスケース（幅約15.5×奥行約12×高さ約15cm）・桐箱付



プラチナの煌めきに永遠の想いを乗せて
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花立 香立 火立 仏鈴

ゴールドの輝きで偲び、未来を願う

黄金に気持ちを託し、想いを過去へ、願いを後世へ。
日々の生活を演出する、確かな価値と美しさを持つ仏具です。仏

　
具

7

モダン仏具「伝‐DEN‐」
想いを伝える、永遠の輝きと共に。
洗練された現代的なデザイン

手のひらに収まるコンパクトサイズのモダン仏具

※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。

※お線香・ローソクは別売りです。　※全て桐箱付

※お線香・ローソクは別売りです。　※全て桐箱付　

ホームページで、仏鈴の音色をお聴きいただけます。

花立 香立 火立 仏鈴

常花（左） 仏鈴 常花（右）

線香差し

線香立て 仏飯器

蝋燭立て

プラチナ 仏鈴KH6-0704

¥1,000,000
Pt900 ／約86g／本体幅約4.4×高さ約3.3cm
※木製鈴棒・木製台座

プラチナ 火立KH6-0703

¥1,000,000
Pt900 ／約88g／幅約4.9×高さ約2.3cm
※ローソク立て芯（ステンレス製） 

プラチナ 香立KH6-0702

¥1,000,000
Pt900 ／約90g／幅約4.8×高さ約2.3cm

プラチナ 花立KH6-0701

¥1,630,000
Pt900 ／約150g ／幅約4.1×高さ約6.6cm

18金 花立KH6-0705

¥1,630,000
K18／約165g ／幅約5.8×高さ約5.3cm

18金 香立KH6-0706

¥900,000
K18／約80g／幅約4.9×高さ約2.1cm

18金 火立KH6-0707

¥900,000
K18／約82g／幅約5×高さ約2.3cm
※ローソク立て芯（ステンレス製）

18金 仏鈴KH6-0708

¥900,000
K18／約80g／幅約4.3×高さ約2.6cm
※水晶付鈴棒（真鍮製）・敷布（2種類）

18金 常花（左）KH6-0809

［G415］ 参考価格 ¥2,282,500
K18／約260g ／幅約9×高さ約18cm

18金 仏鈴 2.5寸KH6-0812

［G240］ 参考価格 ¥1,320,000
K18／約140g ／直径約7.5×高さ約4cm
※黒檀製鈴棒・黒檀製鈴台・座布団付

18金 常花（右）KH6-0813

［G415］ 参考価格 ¥2,282,500
K18／約260g ／幅約9×高さ約18cm

18金 仏飯器KH6-0816

［G155］ 参考価格 ¥852,500
K18／約100g ／上径約5.6×高さ約6.6cm

18金 仏鈴 3.5寸KH6-0810

［G530］ 参考価格 ¥2,915,000
K18／約330g ／直径約10.5×高さ約5.3cm
※黒檀製鈴棒・黒檀製鈴台・座布団付

18金 線香差しKH6-0814

［G185］ 参考価格 ¥1,017,500
K18／約120g ／上径約3.5×高さ約10cm

18金 蝋燭立てKH6-0817

［G215］ 参考価格 ¥1,182,500
K18／約140g ／上径約3.6×高さ約10cm

18金 仏鈴 3.0寸KH6-0811

［G375］ 参考価格 ¥2,062,500
K18／約230g ／直径約9×高さ約4.5cm
※黒檀製鈴棒・黒檀製鈴台・座布団付

18金 線香立てKH6-0815

［G430］ 参考価格 ¥2,365,000
K18／約290g ／上径約10×高さ約7.5cm

※全て桐箱付
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造形作家 遠藤 良亮 原型作
造形作家。���� 年静岡県生まれ。多摩美術大学彫刻学科卒業、

同大学院彫刻専攻修了。���� 年より同大学共通教育研究室副手。

第 �� 回神奈川県美術展平面立体入選、第 �� 回・�� 回紙わざ大賞

Pam 受賞。再生可能な自然素材による動物・立体造形で注目される。

鋳金家 津田 永寿 原型作
帝国芸術院（現・日本芸術院）会員だった津田大寿に師事し、

津田家の後嗣となる。

人形町水天宮・唐獅子一対、迎賓館赤坂離宮・五体立燭台などの

代表作がある。

一年を鮮やかに、黄金に輝く十二支の置物

十二支そろったミニチュアサイズのまめ干支。

愛嬌あるあどけない顔つきの

かわいらしい純金製の置物です。

子孫繁栄、行動力や財力を象徴する十二支の「子」。
豊穣や富貴を呼ぶ「俵」や「達磨」と組み合わせた純金製置物。

干
　
支

※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。 10※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。

個性あふれる十二支の置物

あどけなさとユーモラスな仕草、飛び跳ねるような姿が印象的な純金製の逸品です。

記念日や慶事のプレゼントにも。

銀器界の名門、早川徳太郎門下。日本だけでなく、イタリアにて銀器工芸も学び、世界の銀器事情に精通する。

����年、黄綬褒章受章。����年、旭日双光章受章。

金工作家 大淵 光則 原型作

各 ¥92,000純金置物「干支」

明治��年内国勧業博覧会で最高賞を受賞。代表作はシカゴ万国博覧会に

出品した「老猿」、上野恩賜公園の「西郷隆盛像」など。

彫刻家 高村 光雲 原型作

※全てガラスケース（幅約10×奥行約8×高さ約10cm）・桐箱付

純金製置物 「ねずみ 」

純金製置物 福まめ十二支

純金製置物 「ねずみとだるま」

子KH6-1004

K24／約5g／本体高さ約2cm

純金置物 「ねずみ」KH6-0902

［G170］ 参考価格 ¥935,000
K24／約55g／本体高さ約7cm
※ガラスケース（幅約21×奥行約17×高さ約19.7cm）・桐箱付

純金置物 「ねずみとだるま」KH6-0903

¥483,000
K24／約30g／本体高さ約5.3cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約17cm）・桐箱付

純金置物 福まめ十二支KH6-0901

［G120］ 参考価格 ¥660,000
K24／合計約24g／本体各直径約1.3cm
※ガラスケース（幅約26×奥行約20×高さ約17.5cm）・桐箱付 

寅KH6-1006

K24／約5g／本体高さ約2.7cm

卯KH6-1007

K24／約5g／本体高さ約2cm

辰KH6-1008

K24／約5g／本体高さ約3cm

巳KH6-1009

K24／約5g／本体高さ約3.3cm

丑KH6-1005

K24／約5g／本体高さ約2.4cm

午KH6-1010

K24／約5g／本体高さ約2.8cm

未KH6-1011

K24／約5g／本体高さ約2cm

酉KH6-1013

K24／約5g／本体高さ約2.8cm

戌KH6-1014

K24／約5g／本体高さ2.5cm

亥KH6-1015

K24／約5g／本体高さ約2cm

申KH6-1012

K24／約5g／本体高さ約2.3cm

純金レリーフ 「子」KH6-1016

［G400］ 参考価格 ¥2,200,000
K24／約200g ／本体直径約8cm
額：約23×23cm 

重厚さが光る名匠の純金レリーフ。

近代日本彫刻の第一人者、高村光雲の原型作による「子」のレリーフ。

木彫の伝統技法と西洋の写実を合わせた、重厚でクラシカルな工芸品。
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匠
の
技

※参考価格は、2019年7月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,500円/㌘（消費税率10％適用）で計算しております（当日の貴金属地金価格により毎日価格が変動いたします）。

ビアジョッキ

一口ビアカップ

純金玉盃 「龍」

12

※年賀状でご使用の場合は「年賀」とご記入ください。

※写真はカードサイズです。　※カレンダーは別売りです。　※タテ・ヨコ兼用です。

縁
起
物

日々を豊かに彩る匠の技
日常の生活に潤いと彩りを与えてくれる逸品。

華やかな一年を演出する縁起物
十二支根付、お守り、カレンダー

GINZA TANAK A の 縁起物は、新たな年の始まりを華やかに演出します。

透き通った液体を注ぐと光の屈折により

盃の中に「玉」が浮き出るようにみえる「玉盃」。

緻密に計算された曲線と、卓越した工芸職人の

経験によって生み出されます。 辰 午巳卯丑 寅

クリスタルフレーム

純金カレンダー

金箔カレンダー（カードサイズ）

KH6-1222、KH6-1223、KH6-1225は裏面が無地です。名入れ印刷・裏面印刷対応も承ります。
社名・店名・企業PRを入れてご活用いただけます。（社名・店名1件¥5,200より。ロゴ・マークは清刷りをお渡しください。）

純金カレンダーはご使用後、RE：TANAKAでお買い取りいたします。

金箔はがき

純金懐中お守り

※裏面印刷は出来ません。

金箔カレンダー 裏面「逆さ福」KH6-1224

¥2,200
約5×8cm

SV／本体長さ約1cm

金箔カレンダー 裏面無地KH6-1225

¥1,500
約5×8cm

カードサイズKH6-1226

¥1,550
約10×13cm

5g カレンダーサイズKH6-1227

¥2,350
約15×20cm

ハガキサイズ（片面仕様）KH6-1228

¥2,350
約15×20cm

銀根付「子」
（大淵光則原型作）

純金根付

銀根付「子」（彩紙包み）
KH6-1219

¥1,700

純金根付 各 ¥58,000
※全て桐箱付

�万分の�mmの極薄の金箔を用い、

卓越した切り絵作家の技術を注ぎ込んで生み出された「切り絵金箔額」。

すべての工程が作家の丹念な手仕事による価値ある一点物です。

濱谷 紘匡
蒔絵職人として金箔漆器に七宝絵の画風を確立。

その後、友禅の技法も習得し、蒔絵や加賀友禅を取り入れた華やかな切り絵の世界を創り出す。

金箔切り絵額「赤富士」KH6-1106

¥165,000
額：約46×39cm

※全て桐箱付

純金玉盃 「龍」 2.5寸KH6-1102

［G225］ 参考価格 ¥1,237,500
K24／約110g ／直径約7.5×高さ約4.2cm

純金玉盃 「龍」 2.0寸KH6-1103

［G130］ 参考価格 ¥715,000
K24／約60g／直径約6×高さ約3.2cm

純金玉盃 「龍」 3.0 寸KH6-1101

［G320］ 参考価格 ¥1,760,000
K24／約160g ／直径約9×高さ約5.3cm

18金 一口ビアカップKH6-1104

［G205］ 参考価格 ¥1,127,500
K18／約130g ／口径約5.4×高さ約9cm

18金 ビアジョッキKH6-1105

［G600］ 参考価格 ¥3,300,000
K18／約390g ／口径約6.8×高さ約11cm

純金懐中お守り「子」KH6-1220

¥9,200
K24／約0.5g ／約2.3×4.5cm

金箔はがき 「子」KH6-1221

¥2,200
約10.5×15cm

純金5gカレンダーKH6-1222

¥53,000
K24／ 5g／約8×11.5cm

純金1gカレンダーKH6-1223

¥12,000
K24／ 1g／約5×8cm

子

酉 亥戌申未

子　 KH6-1207 　K24／約2.9g ／本体長さ約1cm

丑　 KH6-1208 　K24／約3.2g ／本体長さ約1cm

寅　 KH6-1209 　K24／約3.1g ／本体長さ約1cm

卯　 KH6-1210 　K24／約3.1g ／本体長さ約1cm

辰　 KH6-1211 　K24／約3.3g ／本体長さ約1cm

巳　 KH6-1212 　K24／約3.2g ／本体長さ約1cm

午　 KH6-1213 　K24／約3.2g ／本体長さ約1cm

未　 KH6-1214 　K24／約3.2g ／本体長さ約1cm

申　 KH6-1215 　K24／約2.9g ／本体長さ約1cm

酉　 KH6-1216 　K24／約2.9g ／本体長さ約1cm

戌　 KH6-1217 　K24／約3.3g ／本体長さ約1cm

亥　 KH6-1218 　K24／約3.4g ／本体長さ約1cm



七福神

戎小判

招福米 逆さ福

鈴

ふくろう

13 14

ウィーン金貨 ハーモニー 1/25オンス
グリーンマーカー
¥23,000
K24ウィーン金貨ハーモニー 1/25オンス／クリップ部：真鍮／
直径約2.5cm／最大幅約2.8cm

ラメブルーKH6-1422 ラメレッドKH6-1423

純金ストラップ 招福米KH6-1415

¥15,000
K24／約1g／本体長さ約1.1cm
※ストラップ金具は真鍮に金メッキ製
※布ケース

純金ストラップ 戎小判KH6-1416

¥34,000
K24／約2.5g ／本体長さ約2cm
※ストラップ金具は真鍮に金メッキ製

純金ストラップ ふくろうKH6-1417

¥32,000
K24／約2g／本体長さ約2cm
※ストラップ金具は真鍮に金メッキ製

18金根付 逆さ福KH6-1419

¥68,000
K18／約7g／本体長さ約2cm

18金根付 七福神KH6-1420

¥123,000
K18／約8.4g ／本体長さ約3cm

18金根付 鈴（中）KH6-1418

¥18,000
K18／約0.9g ／本体長さ約1.8cm
※中の玉は真鍮製

※全て桐箱付

純金招福米 お守りケースKH6-1421

¥13,000
K24／約1g／約3.5×5cm

金箔手鏡 金箔しおり

金箔手鏡 各 ¥2,900
約8.6×5.4cm
※ケース付

金箔しおり 各 ¥1,750
約10.5×4cm

すいせんKH6-1410 すいせんKH6-1414

さくらKH6-1407 さくらKH6-1411

あさがおKH6-1408 あさがおKH6-1412

もみじKH6-1409 もみじKH6-1413

贈る喜び、使う愉しみ
持つものが人を語る ― 

上質な素材でつくられた日用品をさり気なく使う贅沢。

ギフトや記念品にも喜ばれる品々です。

プラチナ箔 トレイKH6-1301

¥9,900
約13.3×13.3cm

銀製 レターオープナーKH6-1303

¥22,000
SV925 ／約17cm

銀製 ブックマーカーKH6-1302

¥6,600
SV925 ／マーカー 約1.2×1.2cm／全長約48cm

銀製 靴べらKH6-1305

¥22,000
SV925 ／約10.4cm

銀製 ペーパーウェイトKH6-1304

¥66,000
SV925 ／約5.9×5.4cm

プラチナ箔 フォトフレームKH6-1306

¥16,500
約19×12.3cm

ギ
フ
ト

純金ストラップ

フォトフレーム

ペーパーウェイト

ブックマーカー

靴べら

レターオープナー

トレイ

18金根付 招福米お守りケース
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