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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。

ご注文ハガキに必要
事項をご記入ください。
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個人情報に関する問い合わせ先および連絡先　個人情報相談窓口　
TEL：03-3561-0513（土日祝日・年末年始を除く10：30～19：00）

〈 個 人情 報 の取り扱いについて 〉

1 ●Ｇ＆Ｐプランナーは通信販売ではご利用いただけません。
●等価交換に適用される貴金属地金小売価格は、お電話での注文時
　またはご注文ハガキが弊社に到着した時の田中貴金属工業公表
　の価格となります。営業時間外にFAXでお申し込みの場合は、翌
　営業日の価格を適用します。
●お客様の銀行口座からの引落しではありません。
●等価交換のご利用はメンバーズカードの発行が必要となります。

●ご注文のお客様とお届け先が異なる場合は、ご利用いただけません。
●合計金額が税込３０万円以内でご利用いただけます。

●口座番号は、ご注文後、郵送でご連絡いたしますので1週間以内に
　お振込みください。
●1週間以上ご入金が無い場合のご注文はキャンセルとなります。

商品代金を商品到着時に運送会社に現金、クレジットカード、
デビットカードのいずれかの方法でお支払いください。

等価交換等価交換

2 代金引換払い代金引換払い（代引手数料は弊社にて負担）（代引手数料は弊社にて負担）

3 銀行振込銀行振込（振込手数料は（振込手数料は弊社にて負社にて負担）
※必要な金の重量は当日の金税込小売価格により毎日変動いたします。

純金積立・プラチナ積立会員様
限定のサービスです。

お支払い方法

金税込小売価格
4,900円÷ =

販売価格
88,000円

［受付時間10：30～18：00］  携帯・パソコン http://gold.tanaka.co.jp

［受付時間9：00 ～17：00］（土日祝日・年末年始を除く）

貴金属価格情報のご案内はこちら 0120-17-4143

積立に関するお問い合わせ 0120-43-5610

純金積立・プラチナ積立で積み立てられた金・プラチナは
本カタログの商品と等価交換できます。
●金の税込小売価格4,900円／g の時に88,000円の商品と
　等価交換する場合

必要な金の重量
約18.0グラム

積み立てた約18.0gの金と商品を交換することができます!

商品の発送はご入金確認後となります。（代金先払い）
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0120-560-826

商品について商品について1 3

2

ギフト内容に応じてGINZA TANAKAの
ギフトボックスや封筒等でお届けいたします。

合計金額が税込5万円以上の場合、送料は
無料です。
※合計金額が税込5万円未満の場合は、
　送料850円（税込）を別途申し受けます。

無料ラッピング
サービス

送料無料

リングサイズがご不明なお客様にリング
ゲージをお貸し出ししております。（送料無料）
お電話で「GINZA TANAKA 通販部」へお申
し込みください。

リングゲージ
無料お貸し出し

●｢G｣や｢P｣マークの販売レート商品の価格は、電話注文またはご
　注文ハガキが弊社に到着した時の田中貴金属工業公表の貴金属
　地金税込小売価格を適用して計算します。営業時間外にFAXで
　お申し込みの場合は、翌営業日の価格を適用します。
●販売レート商品のお値段の計算方法
　｢G｣マーク／｢P｣マークの商品は、貴金属地金価格により商品価格
　が毎日変動します。販売レートは、商品価格を算出するための数
　字で次のように計算されます。

お届けについてお届けについて
●商品のお届けは各ページの表記でご確認ください。
●２点以上の商品をご注文いただいた場合、ご注文品が全て仕上り
　次第、お届けいたします。
●地域によっては時間帯の指定ができない場合があります。
●ご注文商品の金額により、時間帯の指定ができない場合があります。

返品・キャンセルについて返品・キャンセルについて
●返品・交換をご希望の際は、下記「GINZA TANAKA 通販部」
　までご連絡ください。 販売レート商品の貴金属地金価格変動に
　よる注文のし直し、返品等はお受けしておりません。
●商品の不良、郵送上の損傷などがあった場合は、良品に交換いた
　しますので、料金着払いにて返送ください。
●お客様のご都合による返品は、商品受領より８日以内とさせてい
　ただきます。返送にかかる送料はお客様のご負担となります。
●クレジットカード決済で締切日以降にご返品の場合、商品代金を
　引落し後にクレジットカード会社より返金されます。
●リングのサイズ直しや文字彫りなど、加工を加えた商品の返品・
　キャンセルはお受けできません。

× =

× =

●印刷物の性質上、実際の商品の色は写真と異なる場合があります。
　天然素材を使用している商品の場合、実際の形状・色が写真と異な
　る場合があります。写真は実物のサイズとは異なる場合があります。
●お肌に直接ふれるジュエリーの場合、体質などによってかゆみ・
　かぶれなど、皮膚に異常が生じたときはご使用をおやめいただき、
　専門医にご相談ください。

●ご購入商品のサイズ直し、ジュエリー洗浄などのアフターサービス
　をお受けいたします。「GINZA TANAKA 通販部」へご相談ください。

［受付時間10：00 ～18：00］（土日祝日・年末年始を除く）
〒135-0031 東京都江東区佐賀2-10-7
　　　　　　 三井倉庫深川レコードセンター

GINZA TANAKA「通販部」 0120-560-826

当日のプラチナ
小売価格（税込）

P00
（プラチナの販売レート）

当日の
金小売価格（税込）

G00
（金の販売レート）

商品価格

商品価格

商品のお届け・発送

お申し込みのご案内 2019年3月末日カタログ有効期限

表示価格は税込価格です。カタログの有効期限内であっても、予告なく価格が変更になる場合がございます。
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ハガキでハガキで
●商品ご注文ハガキに必要事項をご記入の上、ポストに投函してください。

http://shop.ginzatanaka.co.jp
ギンザタナカ オンライン 検索

お電話でお電話で（18時まで受付）（18時まで受付）1 2 4

3

オンラインショップから（24時間受付）（24時間受付）

0120-1892-30
［受付時間 10：00 ～18：00］（土日祝日・年末年始を除く）

●状況により受付時間は変更になる場合がございます。
●電話注文での純金積立・プラチナ積立による等価交換は、会員
　ご本人様に限らせていただきます。商品のお届け先はご登録の
　ご住所のみとなります。

お申し込み方法

GINZA TANAKA「通販部」

商品のお問い合わせ

［受付時間10：00 ～18：00］（土日祝日・年末年始を除く）
0120-560-826

FAXでFAXで（24時間受付）（24時間受付）

●商品ご注文ハガキに必要事項をご記入の上、送信してください。
　再送する際は余白に「再送」と明記してください。

0120-283-518

田中貴金属ジュエリー株式会社　個人情報保護管理者

●DC、UFJ、SAISON、NICOSカードは、VISAもしくはMASTERと
　提携のある場合にご利用できます。
●クレジットカード会社名とお支払い回数を○で囲んでください。
　お支払い回数・お支払い日は各クレジットカード会社の会員規約
　に基づく引落し日となります。お支払い回数にご指定のない場合
　は、１回払いとなります。
●ご注文される方の名義であることをご確認ください。

JALカード（クレジット機能付）でお支払いいただくと、
ショッピングマイル・プレミアムにご入会の方は100円
につき2マイル、ご入会でない場合は200円につき
2マイルが貯まります（オンラインショップは除く）。

4 クレジットカードクレジットカード

〈個人情報の利用目的について〉
お客様からお預かりした個人情報は、次の利用目的の範囲において取り扱い
いたします。
・ 商品をお届けするため
・ 注文事項に関してのご連絡のため
・ お届け時期などのご連絡のため
・ お買い上げ代金の決済処理のため
・ お買い上げいただいた商品に関連するアフターサービスのため
・ 当社からのご案内などをお送りするため
・ その他、個人が特定されない統計資料作成のため
　なお、お届け先情報は、商品発送のためにのみ使用いたしますが、ご注文主様
　と異なる場合は、商品が届くことについて事前にご了承いただいた上でご記入
　いただきますようお願いいたします。
〈個人情報の第三者への提供について〉
法令などにより定められた場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ずに
第三者に提供することはございません。

〈個人情報の取り扱いの委託について〉
利用目的の達成に必要な範囲において、個人情報の取り扱いを外部に委託する
ことがあります。
〈個人情報提出に関する任意性について〉
「＊」印のついた欄には必要事項を必ずご記入ください。ご記入漏れがある場合は、
お取り引きができない場合がございます。その他の欄は必要に応じてご記入を
お願いいたします。支障なくお取り引きができますよう、可能な範囲で詳しく
ご記入をお願いいたします。
〈個人情報に関する開示等の要求、苦情およびご相談について〉
個人情報に関する開示などの要求、苦情およびご相談については、下記の「個人
情報に関する問い合わせ先および連絡先」にご連絡ください。

※等価交換でお求めいただけます。（詳しくはお支払方法をご確認ください。） ※写真は実物の約1.3倍です。 
＊お届けまで約1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。）リングは約5週間です。

GINZA TANAKAの
クオリティを、プレゼントにも。
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別 冊

2018  AUTUMN

GINZA TANAKA から純金積立・プラチナ積立の会員様へ、
この秋冬を彩る、特別なお知らせです。
大切な人への贈り物に、ご自分へのご褒美に。
秋の装いにふさわしいアイテムを選りすぐりました。 通信販売

1 KC16-0101

K18イエローゴールド 
ダイヤ ペンダント

K18YG／ダイヤ合計約0.20ct／
約40cm／トップ横幅約19mm

¥88,000

NEW

2 KC16-0102

K18イエローゴールド 
ダイヤ リング

K18YG／ダイヤ合計約0.14ct／
最大幅約3mm／
サイズ：8～16号

¥62,000

NEW 5 KC16-0105
K18イエローゴールド 
ダイヤ イニシャルペンダント K

K18YG／ダイヤ合計約0.08ct／
長さ約40cm+アジャスターチェーン
約5cm／トップ長さ約7mm

¥49,500

3 KC16-0103
K18イエローゴールド 
ダイヤ イニシャルペンダント M

K18YG／ダイヤ合計約0.10ct／
長さ約40cm+アジャスターチェーン
約5cm／トップ長さ約7mm

¥51,400

4 KC16-0104
K18イエローゴールド 
ダイヤ イニシャルペンダント A

K18YG／ダイヤ合計約0.09ct／
長さ約40cm+アジャスターチェーン
約5cm／トップ長さ約7mm

¥49,500
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イニシャルは他にC,E,H,N,R,S,T,Yも
ございます。価格が異なりますので、お問い
合わせください。

別冊PATU 2018 AUTUMNに掲載の商品を通販・オン
ラインで5万円以上お買い上げのお客様にプレゼント
いたします。（お一人様1個）

PATU限定
「金箔ボトル」（非売品）
プレゼント

本カタログの商品番号にてご注文ください。

お得な特典 無料プレゼント GINZA TANAKA 通販カタログ、差し上げます。

はがき面の希望欄にチェックしてご返送いただくか、下記フリーダイヤル・
FAX・ホームページでお申し込みください。

ホームページ http://www.ginzatanaka.co.jp

眺めるだけでも楽しいジュエリーを多彩にご紹介。
カタログのご請求は、下記のお好きな方法でお気軽にどうぞ。

高品質な
ジュエリーが
 満載！

ぞ。

が

0120-1892-30
※状況により受付時間は変更になる場合がございます。

電 話 ［受付時間 10：00～18：00］（土日祝日・年末年始を除く）

0120-283-518FAX

3～5はアジャスター
チェーンの先端にも
小さなイニシャルを
施し、着用時の後ろ
姿にもこだわりま
した。
※写真はほぼ実物大
　です。
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今後、GINZA TANAKA からのご案内を希望しない
（希望しない場合　をつけてください）

【個人情報の取り扱いについて】にご同意のうえ、油性の黒い
ボールペン（インクペンではインクをはじきます）でご記入ください。

歴史と文化と今が響き合い、
進化していく銀座へのオマージュを
込めた人気のコレクションです。

ギンザクロスオーバー

GINZA
CROSSOVER

本物だけが放つ煌めきを、
ぜひこの機会に。

ゴールド＆プラチナ

GOLD &
PLATINUM

※等価交換でお求めいただけます。（詳しくはお支払方法をご確認ください。）※「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／登録第5664223号
※■F マークがついている商品はフリーアジャスター（長さを自由に調整可能）付き。 ※写真はほぼ実物大です。 
＊お届けまで約1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6週間です。 

※等価交換でお求めいただけます。（詳しくはお支払方法をご確認ください。） ※■F マークがついている商品はフリーアジャスター（長さを自由に調整可能）付き。
※写真はほぼ実物大です。  ※参考価格は、2018年8月の貴金属地金価格（税込）を参考に金小売価格4,700円／㌘、プラチナ小売価格3,300円／㌘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わります。）
※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1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。）2

凛とした
新作、登場。
繊細なモチーフが、
上品でフェミニンな魅力を
際立たせるデザインです。

優美さ、際立つ定番。
厚手のお洋服にもはえる
確かな存在感は、
これからの季節に最適です。

胸元に、
ピュアな美。
所有する喜びと、
身につける喜びが
響き合う逸品です。
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1 KC16-0201

［ギンザクロスオーバー］ 
スリーカラー ダイヤ ピアス

Pt950/K18YG/K18PG／
H&Cダイヤ合計約0.18ct／
サイズ約28×9ｍｍ／
鑑別書・専用スコープ付

¥228,000

NEW
2 KC16-0202

［ギンザクロスオーバー］ 
スリーカラー ダイヤ ペンダント

Pt950/K18YG/K18PG／
H&Cダイヤ合計約0.15ct／
最長45cm■F／トップ横幅約34ｍｍ／
鑑別書・専用スコープ付

¥194,000

NEW
3 KC16-0203

［ギンザクロスオーバー］ 
スリーカラー ダイヤ Y字ロングネックレス

Pt950/K18YG/K18PG／
H&Cダイヤ合計約0.35ct／
最長60㎝・スライド式／トップ長さ約40mm／
鑑別書・専用スコープ付

¥292,600

NEW

4 KC16-0204
［ギンザクロスオーバー］ 
K18イエローゴールド ダイヤ ピアス

K18YG／ダイヤ合計約0.26ct／
サイズ約11×8mm

¥153,600

5 KC16-0205
［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

K18YG／ダイヤ合計約0.25ct／
最長45cm■F／トップ長さ約10mm

¥197,800

6 KC16-0206
［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

K18YG／ダイヤ合計約0.58ct／
最大幅約7mm／サイズ：6～15号

¥219,400

12 KC16-0312
プラチナ 
ネックレス

Pt850／長さ約50cm／
チェーン幅約2mm

¥112,200

14 KC16-0314
純プラチナ キヘイネックレス
 （12面カットトリプル）

純Pt／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）

P117  参考価格 ¥386,100

8 KC16-0308
メイプルリーフ金貨 
1/2オンス ペンダントトップ

K24メイプルリーフコイン1/2オンス/
K18YG／トップ長さ約35mm

G23  参考価格 ¥108,100

9 KC16-0309
ウィーン金貨ハーモニー 
1/10オンス ペンダント

K24ウィーン金貨ハーモニー1/10オンス/
K24／長さ約45cm／トップ長さ約25mm

¥131,600

7 KC16-0307
メイプルリーフ金貨 
1/4オンス ペンダント

K24メイプルリーフコイン1/4オンス/
K18YG／最長45cm■F／
トップ長さ約35mm

¥169,600

10 KC16-0310
プラチナウィーンコイン ハーモニー 
1/25オンス ペンダント

純Ptウィーンコインハーモニー1/25オンス/
純Pt／ダイヤ合計約0.03ct／
長さ約45cm／トップ長さ約25mm

¥125,700

11 KC16-0311
プラチナコインバー
10グラム ペンダントトップ

純Ptコインバー10g/Pt900／
トップ長さ約40mm

P21  参考価格 ¥69,300

13 KC16-0313
[スイス製] 
プラチナ ネックレス

Pt950／長さ約50cm／
チェーン幅約4mm

¥474,000
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