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凛と勇壮な兜に 願う

健 やかな成長、輝く未来

凛と勇壮な兜に 願う

健 やかな成長、輝く未来



純金兜「勝虫」

純金「三鍬形星兜」 小純金「三鍬形星兜」

颯爽とした姿で、
天へと伸びるような鍬形が煌めく純金兜。
純金のまばゆい輝きは、しなやかに、そして力強く。
未来に向かって歩みだした、子の成長への願いを込めた逸品です。

純金兜「勝虫」 小

勝虫 TA20-01 ¥550,000
K24／約35g ／本体幅約5.5×高さ約5.5cm
※ガラスケース（幅約21×奥行約21×高さ約20.5cm）・レザー調ケース付
※「勝虫（かちむし）」は、TANAKAホールディングス（株）にて商標登録出願中です。

コンパクトなサイズでありながら、

匠の技とこだわりを

随所に感じられる風格に満ちた純金の兜。

TA20-04
K24／約20g ／本体幅約4.5×高さ約5cm
※ガラスケース（幅約17.5×奥行約17.5×高さ約18cm）・レザー調ケース付

¥390,000TA20-03
K24／約80g ／本体幅約9×高さ約11cm
※ガラスケース（幅約21×奥行約21×高さ約25cm）・レザー調ケース付

[G255] 参考価格  ¥1,453,500

三鍬形と称する美しく伸びた鍬形が特徴の兜。中央に剣を掲げた

前立てと眉庇は、獅子の頭部を施した「獅噛み模様」が印象的な

デザインです。純金のコントラストが放つ雄々しい輝きには、

凛と光る未来を迎えてほしいという願いが込められています。

ガラスケースのイメージです。

※［Gマーク］の参考価格は、2019年8月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,700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。）

「勝虫」といわれ縁起の良い“とんぼ”を

吹返と眉庇に配した力強いデザインです。

大空のような浅葱色の忍び緒が、

凛々しい印象を与えます。

¥390,000TA20-02
K24／約20g ／本体幅約4.5×高さ約4cm
※ガラスケース（幅約17.5×奥行約17.5×高さ約18cm）・
　レザー調ケース付

TA20-01 ¥550,000
K24／約35g ／本体幅約5.5×高さ約5.5cm
※ガラスケース（幅約21×奥行約21×高さ約20.5cm）・レザー調ケース付
※「勝虫（かちむし）」は、TANAKAホールディングス（株）にて商標登録出願中です。

コンパクトなサイズでありながら、

匠の技とこだわりを

随所に感じられる風格に満ちた純金の兜。
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※ガラスケース（幅約17.5×奥行約17.5×高さ約18cm）・レザー調ケース付

¥390,000TA20-03
K24／約80g ／本体幅約9×高さ約11cm
※ガラスケース（幅約21×奥行約21×高さ約25cm）・レザー調ケース付

[G255] 参考価格  ¥1,453,500

三鍬形と称する美しく伸びた鍬形が特徴の兜。中央に剣を掲げた

前立てと眉庇は、獅子の頭部を施した「獅噛み模様」が印象的な

デザインです。純金のコントラストが放つ雄々しい輝きには、

凛と光る未来を迎えてほしいという願いが込められています。

ガラスケースのイメージです。

※［Gマーク］の参考価格は、2019年8月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,700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。）

「勝虫」といわれ縁起の良い“とんぼ”を

吹返と眉庇に配した力強いデザインです。

大空のような浅葱色の忍び緒が、

凛々しい印象を与えます。

¥390,000TA20-02
K24／約20g ／本体幅約4.5×高さ約4cm
※ガラスケース（幅約17.5×奥行約17.5×高さ約18cm）・
　レザー調ケース付



龍純金兜「龍」

純金兜 「剣鍬形」

純金兜
「織田信長」モデル

純金兜
「徳川家康」モデル

凛 し々く剛健な意匠が光り輝く純金兜。
純金の雄々しい輝きそのままに、世の中で光輝いてほしい。凛と光る未来を願って贈りたい逸品です。

TA20- 05
K24／約40g ／本体幅約7.5×高さ約7cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約21.5×高さ約27.5cm）・太刀・弓・桐箱付

上部に向かって高く伸びる長い剣が、

邪気を切り払う強い信念を象徴した兜です。

お子様のたくましい成長や世の中で

輝いて欲しいという願いが込められています。

桶狭間の戦いで武名を一躍とどろかせ

「戦国の風雲児」と呼ばれた、織田信長。

「天下布武」の志をかかげた信長の勢いを

感じさせる堂々たる風格です。

家康が天下分け目の関ヶ原の戦いや

大坂夏の陣に携行したことから

徳川家「吉祥の具足」として

大切にされてきたデザインです。

K24／約40g ／本体幅約7.5×高さ約6.5cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約21.5×高さ約27.5cm）・太刀・弓・桐箱付

¥590,000 ¥590,000TA20- 07 TA20- 08
K24／約40g ／本体幅約7.5×高さ約6cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約21.5×高さ約27.5cm）・太刀・弓・桐箱付

¥590,000TA20- 06
K24／約40g ／本体幅約7.5×高さ約7.5cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約21.5×高さ約27.5cm）・
　太刀・弓・桐箱付

¥590,000

ガラスケースのイメージです。
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上部に向かって高く伸びる長い剣が、
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剣

背面鋭鋒な剣、躍動感あふれる龍。
伝統工芸士の技が煌めく逸品。
「錺（かざり）職」の技の継承者である伝統工芸士が、手仕事で丹精込めて仕立てた傑作。
願いを託すにふさわしい品格を備えています。

純金兜「剣」

金銀工芸家・伝統工芸士

三代目 武比古（本名  宮崎 重貴）

1966年（昭和41年）、東京日暮里に生まれる。2015年（平成27年）、伝統工芸士に
認定される。2019年（令和元年）、三代目・武比古を襲名する。

純銀兜「剣」
TA20-09 特大 ¥400,000
SV／本体幅約20.7×高さ約24cm
※ガラスケース（幅約37×奥行約27×高さ約39cm）・桐箱付

TA20-10 大 ¥207,000
SV／本体幅約16.5×高さ約20cm
※ガラスケース（幅約30×奥行約22×高さ約32cm）・化粧箱付

TA20-11 中 ¥112,000
SV／本体幅約15×高さ約17cm
※ガラスケース（幅約26.5×奥行約18×高さ約29cm）・化粧箱付

TA20-12 小 ¥66,000
SV／本体幅約10.3×高さ約10.8cm
※ガラスケース（幅約23×奥行約16×高さ約23.5cm）・化粧箱付

＊写真は大サイズです。

ガラスケースのイメージです。
サイズにより、吹返（ふきかえし）・しころ・
縅（おどし）部分の仕様が異なります。

特大 

純銀兜「龍」

TA20-13 ¥470,000
SV／本体幅約20.7×高さ約21cm
※ガラスケース（幅約37×奥行約27×高さ約39cm）・桐箱付

大 TA20-14 ¥263,000
SV／本体幅約16×高さ約18cm
※ガラスケース（幅約30×奥行約22×高さ約32cm）・化粧箱付

中TA20-15 ¥169,000
SV／本体幅約15×高さ約13.5cm
※ガラスケース（幅約26.5×奥行約18×高さ約29cm）・化粧箱付

小TA20-16 ¥85,000
SV／本体幅約10.3×高さ約9.3cm
※ガラスケース（幅約23×奥行約16×高さ約23.5cm）・化粧箱付

大 TA20-17
K24／約280g／本体幅約16.5×高さ約20cm
※ガラスケース（幅約32×奥行約24×高さ約35cm）・桐箱付

中TA20-18
K24／約135g ／本体幅約15× 高さ約17cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約20×高さ約31cm）・桐箱付

小TA20-19
K24／約60g ／本体幅約10.3×高さ約10.8cm
※ガラスケース（幅約25×奥行約18×高さ約26cm）・桐箱付

¥4,218,000
[G740] 参考価格

¥2,109,000
[G370] 参考価格

¥1,339,500
[G235] 参考価格

＊純金兜「龍」（大）もございます。＊写真は大サイズです。

＊写真は大サイズです。

※［Gマーク］の参考価格は、2019年8月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,700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。）

純銀兜「剣」
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TA20-13 ¥470,000
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※ガラスケース（幅約37×奥行約27×高さ約39cm）・桐箱付

大 TA20-14 ¥263,000
SV／本体幅約16×高さ約18cm
※ガラスケース（幅約30×奥行約22×高さ約32cm）・化粧箱付

中TA20-15 ¥169,000
SV／本体幅約15×高さ約13.5cm
※ガラスケース（幅約26.5×奥行約18×高さ約29cm）・化粧箱付
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SV／本体幅約10.3×高さ約9.3cm
※ガラスケース（幅約23×奥行約16×高さ約23.5cm）・化粧箱付

大 TA20-17
K24／約280g／本体幅約16.5×高さ約20cm
※ガラスケース（幅約32×奥行約24×高さ約35cm）・桐箱付

中TA20-18
K24／約135g ／本体幅約15× 高さ約17cm
※ガラスケース（幅約28.5×奥行約20×高さ約31cm）・桐箱付

小TA20-19
K24／約60g ／本体幅約10.3×高さ約10.8cm
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＊写真は大サイズです。

※［Gマーク］の参考価格は、2019年8月の貴金属地金価格を参考に金小売価格5,700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。）



初陣純金置物
「初陣」

成長の節目を祝う日に、本物の輝きを。
兜といっしょに飾れるお品を。お子様の希望にあふれる将来への願いを込めて。

純金置物「こいのぼり」

純金置物「金太郎」

純金額「こいのぼり」

TA20-20 ¥300,000
K24／約18g ／本体幅約4.5×高さ約5.9cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約18cm）・
　桐箱付 ガラスケースのイメージです。

あどけなさ感じる印象的な純金こいのぼり。

飛び跳ねるように、元気に育って欲しいという願いを込めて。

五月人形として人気の金太郎。

元気で強い子に育ってほしいとの願いとともに。

¥293,000TA20-21
K24／約18g ／本体幅約5.5cm×高さ約5.5cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約17cm）・桐箱付

K24／約20g ／本体幅約6.5×高さ約3.5cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約15.5cm）・桐箱付

¥350,000TA20-22

大空にたなびく、躍動感溢れるこいのぼり。

鯉の滝登りのような姿に、立身出世の想いを込めて。

¥230,000TA20-23
K24／約12g ／額（ヨコ約20×タテ約25.4cm）

TA20-20 ¥300,000
K24／約18g ／本体幅約4.5×高さ約5.9cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約18cm）・
　桐箱付 ガラスケースのイメージです。

あどけなさ感じる印象的な純金こいのぼり。

飛び跳ねるように、元気に育って欲しいという願いを込めて。

五月人形として人気の金太郎。

元気で強い子に育ってほしいとの願いとともに。

¥293,000TA20-21
K24／約18g ／本体幅約5.5cm×高さ約5.5cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約17cm）・桐箱付

K24／約20g ／本体幅約6.5×高さ約3.5cm
※ガラスケース（幅約17×奥行約14×高さ約15.5cm）・桐箱付

¥350,000TA20-22

大空にたなびく、躍動感溢れるこいのぼり。

鯉の滝登りのような姿に、立身出世の想いを込めて。

¥230,000TA20-23
K24／約12g ／額（ヨコ約20×タテ約25.4cm）



¥3,600TA20-27
ヨコ約4.5×タテ約7.5cm

木札

木札  大
¥44,000TA20-29

K24／約3.5g／ヨコ約5×タテ約1cm

純金プレート

¥3,100TA20-28
ヨコ約3.5×タテ約6cm

木札  小
¥4,300TA20-30

SV／ヨコ約5×タテ約1cm

純銀プレート

プレート

鍬形
くわがた

ふきかえし 天辺座

しころ

吹返

眉庇
まびさし

忍び緒

猪目
いのめ 剣

鉢

ふくさ

資産性の高い純金や純銀の貴金属製兜

は、その圧倒的な美しさが魅力です。

そして、長い期間を経ても、変質変色しにくく、

末永くご愛用いただけます。本物にしか表

現できない貴金属の輝きがお子様の健やか

な成長を見守ります。

高貴さと勇ましさを感じる伝統的なデザイン

の兜は熟練の貴金属工芸職人によって生み

出されています。

各ご家庭のライフスタイルや、飾るスペース

に合わせた兜選びをおすすめします。最近

は、コンパクトなサイズを希望される方も多く

なっています。

GINZA TANAKAの貴金属製兜は、コンパ

クトなサイズと飾りやすさが特徴です。箱から

取り出してガラスケースのまま設置すること

が可能です。

お生まれになられたおひとりおひとりに、想

いを込められるお一人一台の兜をおすす

めします。

GINZA TANAKAの兜は、ガラスケースに

入れて飾って頂けます。日頃はガラスケース

のお手入れだけ。

万が一、貴金属部分へ直接触れてしまうと、

皮脂などが変色等の原因となることがありま

すので、お気をつけください。不具合があった

場合には、お仕上げ直しが可能です。詳しく

は店舗までお問い合わせ下さい。

初節句のお祝い・記念に。 ガラスケース内の台座に貼ることが出来ます。

前立の剣は、邪気を切り払う強
い信念の象徴です。天に向かっ
て真直ぐに伸びるすがたは、お
子様のたくましい成長への願い
を託しています。

剣

いのめ

鍬形に空いているハート型の穴
のこと。猪は前に進み、後退しな
いことから勇敢さの象徴です。

猪目

八幡座ともよばれ、神が宿ると
される神聖な部分です。

天辺座

ふきかえし

刀や弓からの攻撃を守るため
のものです。

吹返

兜の鉢の左右や後ろに下げて
首筋を守るためのものです。

しころ

※文字彫り代を含みます。

お子様の誕生から、いつまでも成長を見守る想いを、日常で感じられる額飾りです。

健やかな成長への想いを、
いつも、いつまでも。

SV／額（ヨコ約30×タテ約32cm）

¥43,000TA20-25 ¥62,000TA20-26
K24／約5g ／額（ヨコ約23×タテ約18cm）

純金額「兜」

¥320,000TA20-24
K24／約16g ／額（ヨコ約30×タテ約32cm）

勇ましさあふれる兜の姿に、繊細な細工がほどこされた純金額｢兜｣。

純銀額「兜」
華やかな彩色仕上げの純銀兜額。

お部屋に華やかさを添えます。

純金 鎧武者 5グラムカード額
五月人形のオリジナルアートをデザインした

純金カードが目をひきます。置き型としても飾れます。
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・商品価格は、消費税率10％の税込価格となります。
・商品の価格や仕様に変更が生じる場合がございます。

TA20.201910

詳しい商品情報は
こちらから
アクセスできます。
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