報道関係者各位
プレスリリース
2017 年 08 月 07 日
泰星コイン株式会社

英国を擬人化した不朽のシンボル・ブリタニア金貨発行 30 周年、
銀貨発行 20 周年の記念コレクションを 8 月 7 日に発売

泰星コイン株式会社(本社：東京都豊島区／社長：岡 政博)は、
『英国王立造幣局発行

ブリタニ

ア金貨発行 30 周年＆銀貨発行 20 周年記念「ブリタニア・コレクション」
』の日本国内での販
売を、2017 年 8 月 7 日(月)に開始いたしました。英国王立造幣局が 1987 年に新たな地金型
金貨＝ブリタニアを国際市場に導入してから、今年でちょうど 30 周年。また、ブリタニア地金
型銀貨の発行 20 周年の年でもあり、2017 年は、コイン史上重要な年といえます。これらの
節目を記念した「ブリタニア・コレクション」が登場しました。

詳細：
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinSagasu/action/CategorySag
asu/group/group1/catid/0-22/catno/316/

【商品特長】
今回、ブリタニア・コレクション初となる、金貨発行 30 周年を記念した「30 オンス金貨」
（重
量：937.71g

品位：.9999

ンス銀貨」
（重量：625.20g

直径：100.00mm）と、銀貨発行 20 周年を記念した「20 オ
品位：.999

直径：100.00mm）が発行されました。
「30 オ

ンス金貨」の発行枚数は 21 枚、
「20 オンス銀貨」の発行枚数は 350 枚と希少性も兼ね備えて
います。
英国王立造幣局は「ブリタニア・コレクション」にモダンアートのアーティストを採用しており、
ブリタニアを独自の解釈で表現してきました。この度のコインには、古代戦士のような兜、槍、
盾を身に着けたブリタニアが、放射線状の線を背景に英国の地図と融合した姿が描かれていま
す。ブリタニアの２つの節目を記念する、現代的に解釈したデザインとなっており、世界的な注
目を集める英国の政治的変化の年を反映したものです。すべての金・銀貨に、ブリタニアが持つ
槍の先端の間にアニバーサリーの数字を組み合わせた特別なミントマークが刻まれています。

■女神「ブリタニア」とは
ブリタニアは、英国を女性に擬人化したもので、歴史を通じて変わりゆく英国の理想と価値を具
現化しています。伝説上の女性ですが、ブリタニアはいつの時代も強い女性になぞらえられます。
2000 年以上にわたって英国の精神を象徴してきた女神「ブリタニア」は、これまで数多くの
英国コインに登場してきました。

【販売概要】
ブリタニア 金貨発行 30 周年記念
800 ポンド金貨 30 オンス
額面：800 ポンド
状態：プルーフ

重量：937.71g

品位：.9999

直径：100.00mm

発行数：21 枚(ケース入発行限度数：20 枚)

※こちらの商品をご希望の方は、カスタマーサービス(0120-07-8222)
または、お問い合わせフォームよりお問い合せください。

500 ポンド金貨 5 オンス
額面：500 ポンド
状態：プルーフ

重量：156.295g

品位：.9999

直径：50.00mm

発行数：130 枚(ケース入発行限度数：125 枚)

価格：1,995,000 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43666/

100 ポンド金貨 1 オンス
額面：100 ポンド

※セット販売のみ

重量：31.21g

状態：プルーフ

発行数：280 枚

50 ポンド金貨

1/2 オンス

額面：50 ポンド

品位：.9999

直径：32.69mm

※セット販売のみ

重量：15.60g

品位：.9999

直径：27.00mm

状態：プルーフ

発行数：780 枚

25 ポンド金貨

1/4 オンス

額面：25 ポンド
状態：プルーフ

重量：7.80g

品位：.9999

直径：22.00mm

発行数：3,280 枚(ケース入発行限度数：2,500 枚)

価格：131,250 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43667/

10 ポンド金貨 1/10 オンス
額面：10 ポンド
状態：プルーフ

1 ポンド金貨

※セット販売のみ

重量：3.13g

品位：.9999

発行数：780 枚

1/20 オンス

※セット販売のみ

額面：1 ポンド

重量：1.58g

状態：プルーフ

発行数：580 枚

50 ペンス金貨

1/40 オンス

額面：50 ペンス
状態：プルーフ

直径：16.50mmm

品位：.9999

重量：0.80g

品位：.9999

直径：12.00mm

直径：8.00mm

発行数：2,080 枚(ケース入発行限度数：1,500 枚)

価格：16,800 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43668/

金貨 3 種セット(50,25,10 ポンド)
価格：399,000 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43669/

金貨 6 種セット(100,50,25,10,1 ポンド,50 ペンス)
価格：840,000 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43670/

ブリタニア 銀貨発行 20 周年記念
250 ポンド銀貨 20 オンス

額面：250 ポンド
状態：プルーフ

重量：625.20g

品位：.999

直径：100.00mm

発行数：350 枚(ケース入発行限度数：250 枚)

価格：367,500 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43672/

10 ポンド銀貨 5 オンス
額面：10 ポンド
状態：プルーフ

重量：156.295g

品位：.999

直径：65.00mm

発行数：1,600 枚(ケース入発行限度数：1,500 枚)

価格：84,000 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43673/

2 ポンド銀貨 1 オンス
額面：2 ポンド

重量： 31.21g

品位：.999

直径：38.61mm

状態：プルーフ

発行数：10,800 枚(ケース入発行限度数：7,500 枚)

価格：16,800 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43674/

銀貨 6 種セット(2,1 ポンド、50,20,10,5 ペンス)
2 ポンド銀貨

※上記参照

1 ポンド銀貨

1/2 オンス

重量：15.71g／直径：27.00mm／品位：.999／発行数：2,600

枚
50 ペンス銀貨

1/4 オンス

重量：7.86g／直径：22.00mm／品位：.999／発行数：2,600

枚
20 ペンス銀貨

1/10 オンス 重量：3.15g／直径：16.50mm／品位：.999／発行数：2,600

枚
10 ペンス銀貨

1/20 オンス 重量：1.58g／直径：12.00mm／品位：.999／発行数：2,600

枚
5 ペンス銀貨

1/40 オンス

重量：0.80g／直径：8.00mm／品位：.999／発行数：2,600

枚
発行数：2,500 セット
価格：45,150 円(税込)
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinShosai/action/ShohinShosai/
sno/43675/

※プルーフとは、観賞用に磨かれた鏡面仕上げのこと。
※すべてミントマーク入です。

【販売開始日】2017 年 8 月 7 日(月)
【発行国】英国
【発行年】2017 年
【国内発売元】泰星コイン株式会社
【ご購入方法】
『英国王立造幣局発行

ブリタニア金貨発行 30 周年＆銀貨発行 20 周年記念「ブ

リタニア・コレクション」』は、泰星コインでお買い求めいただけます。

●インターネットでのお申込み
【泰星コイン Web サイト】
http://www.taiseicoins.com/index.php/module/ShohinSagasu/action/CategorySag
asu/group/group1/catid/0-22/catno/316/

●お電話でのお問い合わせ／お申込み
0120-07-8222(受付時間 9:00～17:30

※土日祝日休)

●泰星コインショップ
営業時間：月～金曜

9:00～17:30

第 1・3 土曜
所在地

10:00～17:00

：〒170-0013

アクセス：JR 山手線

東京都豊島区東池袋 2-23-2 UBG 東池袋ビル 1F

大塚駅から徒歩 8 分

東京メトロ有楽町線
都電荒川線

※日曜・祝日及び第 2・4 土曜休

東池袋駅から徒歩 7 分

向原駅から徒歩 5 分

●このニュースリリースに関するお問い合わせ先
泰星コイン株式会社
『英国王立造幣局発行

ブリタニア金貨発行 30 周年＆銀貨発行 20 周年記念「ブリタニア・コ

レクション」』事務局

〒170-0013

東京都豊島区東池袋 2-23-2

担当 ： 黒岩・山下
TEL

： 03-3590-8310

UBG 東池袋ビル 1F

FAX

： 03-3590-7088

e-mail： press@taiseicoins.com
URL

： http://www.taiseicoins.com/

