
＜報道用資料＞

泰星コイン株式会社（本社：東京／社長：岡　政博）は、「２０１４ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル大会公式

記念コイン＜最終予約販売＞」の日本国内での予約販売を、全国の主要金融機関などを通じて６月９日

（月）より開始いたします。このコインは、記念すべき第２０回大会となる２０１４ＦＩＦＡワールドカップブラジル

大会の開催を祝して開催国ブラジルと協賛各国から発行されるものです。日本では全６ヵ国の金貨と銀貨

を厳選し３ヵ国ずつ２次に分けて販売するコインプログラムとなっており、第１次として昨年６月に販売した

「オーストラリア」「スペイン」「パラグアイ」は大変ご好評をいただきました。第２次である今回の＜最終予約販

売＞は「ブラジル」「フランス」「ポルトガル」の３ヵ国です。

＜第１次＞ オーストラリア ・ スペイン ・ パラグアイ 2013年６月（終了）

＜第２次（最終）＞ ブラジル ・ フランス ・ ポルトガル 2014年６月（今回）

FIFAワールドカップ栄光の歴史に輝く　開催国ブラジル ・ フランス ・ ポルトガル からの発行
今回の最終予約販売では、開催国ブラジル、フランス、ポルトガルから発行された金貨各１種（計３種）、

銀貨各１種（計３種）を、金貨３種セット、銀貨３種セットとして販売いたします。

ブラジルは今回を含め２０大会すべてに出場した唯一の国であり最多５度の優勝を誇る、まさにFIFAワ

ールドカップの代名詞のような存在。記念すべき２０回大会の開催国としてこれ以上の舞台はありません。

フランスは、日本が初出場を果たした１９９８年大会の開催国であり優勝国。ポルトガルは２００６年ドイツ大

会で４０年ぶりにベスト４進出を果たし、強豪国として世界が注目しています。いずれもFIFAワールドカップ

の栄光の歴史に刻まれ、未来に光り輝く３ヵ国のコインを厳選しました。

販売価格は、金貨３種セットが３６７,２００円（限定1,200セット）、銀貨３種セットが４８,６００円（限定1,800セ

ット）（いずれも税込み価格）で、単品販売は行わずセット販売のみとなります。 

FIFAワールドカップを象徴する各国デザイン　フランス銀貨は立体ドーム型 
コインのデザインには、ＦＩＦＡワールドカップトロフィーやスタジアム、大会公式エンブレム、サッカーボー

ルなどワールドカップの象徴とともに、自国の誇りが込められています。また、フランス銀貨はドーム型に膨

らんだ立体フォルムで、よりリアルな存在感と輝きをたたえています。 ☞デザインの詳細はP.4～５をご覧下さい

 トロフィや大会公式マスコットが描かれた “公式記念メダル” が付属
各セットには2014FIFAワールドカップ公式記念メダル（金貨３種セットには金メッキ銅メダル、銀貨３種セ

ットには銀メッキカラー銅メダル）が付属しています。表面は、サッカーボールの地球にブラジル国土とブラ

ジル国旗、金メダルの裏面はワールドカップトロフィー、銀メダル裏面には大会公式マスコットがカラーで描

かれています。

ブラジルで開催される記念すべき２０回大会にふさわしい 希少性高い限定発行
今回販売するコインはすべて限定発行です。ブラジル金貨5,000枚、フランス金貨3,000枚、ポルトガル金

貨5,000枚（対日割当各1,200枚）、ブラジル銀貨20,000枚、フランス銀貨10,000枚、ポルトガル銀貨15,000

枚（対日割当各1,800枚）と大変希少性が高く、記念すべき２０回大会にふさわしいコインプログラムです。

平成26年6月3日
泰星コイン株式会社

２０１４ＦＩＦＡワールドカップ
ブラジル大会公式記念コイン

＜最終予約販売＞

６月９日(月）より国内予約販売開始
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販　売　概　要

２０１４ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル大会公式記念コイン＜最終予約販売＞
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価　格■

Ａ.	金貨３種セット・・・・・・・・・・・・・・	３６７,２００円	（限定	1,200セット）

	 <	①ブラジル金貨　②フランス金貨　③ポルトガル金貨	>

Ｂ．銀貨３種セット・・・・・・・・・・・・・・・	４８,６００円	（限定	1,800セット）

	 <	④ブラジル銀貨　⑤フランス銀貨　⑥ポルトガル銀貨	>

※いずれも税込み価格です。

※金貨、銀貨ともにセットでの販売のみです（単品販売はいたしません）。

※すべて特製ケースに入れ、発行証明書を添付します。

※各セットには 2014FIFAワールドカップ公式記念メダル（金メッキ銅メダル / 銀メッキカラー銅メダル）が

付属します。

規格および発行限度数■

※プルーフとは表面を鏡のように美しく磨いた仕上げです。

予約販売期間■	 平成２６年６月９日(月)〜６月２７日(金)　　※期間内でも限定数に達した時点で終了

発　行　国■	 ブラジル連邦共和国	（鋳造：ブラジル造幣局）

	 フランス共和国	 （鋳造：フランス国立造幣局）

	 ポルトガル共和国	 （鋳造：ポルトガル造幣局）

国内発売元■　泰星コイン株式会社

販 売 窓 口■　全国の金融機関　☞詳細はP.8をご覧下さい

金
貨

銀
貨

発行国

① ブラジル

② フランス

③ ポルトガル

④ ブラジル

⑤ フランス

⑥ ポルトガル

額面

	 10	レアル

	 50	ユーロ

	 2.5	ユーロ

	 5	レアル

	 10	ユーロ

	 2.5	ユーロ

品位

90.0％

92.0％

91.6％

92.5％

90.0％

92.5％

重量

4.40g

8.45g

8.48g

27.0g

22.2g

12.0g

直径

16.0 ㎜

22.0 ㎜

22.0 ㎜

40.0 ㎜

37.0 ㎜

28.0 ㎜

状態

プルーフ

プルーフ

プルーフ

プルーフ

プルーフ

プルーフ

発行限度数

5,000 枚

3,000 枚

5,000 枚

20,000 枚

10,000 枚

15,000 枚

対日割当数

1,200 枚

1,200 枚

1,200 枚

1,800 枚

1,800 枚

1,800 枚

本件に関するお問い合わせ先

「２０１４ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル大会公式記念コイン」企画 （泰星コイン内）

〒170-0013　東京都豊島区東池袋２-２３-２　ＵＢＧ東池袋ビル１階

TEL.	０３-３５９０-８２７６　　担当／	馬場、小野、庄司、本田

FAX.	０３-３５９０-８３０５　　E-mail：secretariat@taiseicoins.com

URL：http://www.taiseicoins.com/bank.html

商品画像がダウンロードできます 　＊当社サイトの下記バナーよりアクセスできます。どうぞご活用ください。

 泰星コインｔｏｐページ ▶ ▶ ＊＊　 パスワード ：　FIFA 　＊＊

商品画像がダウンロードできます 　＊当社サイトの下記バナーよりアクセスできます。どうぞご活用ください。

泰星コインｔｏｐページ ▶ ▶ ＊＊　 パスワード ：　FIFA 　＊＊報道者様向け
ダウンロードはこちら
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商品の一覧

Ｂ. 銀貨３種セット ＜ ④ ブラジル銀貨　⑤ フランス銀貨　⑥ ポルトガル銀貨  ＞
　  ４８,６００円（税込）   ※中央上部は付属の2014FIFAワールドカップ公式記念メダル

	限定1,800セット

       ④ 額面：5レアル 品位：92.5% 　重量：27.0g　直径：40.0㎜　状態：プルーフ
       ⑤ 額面：10ユーロ 品位：90.0% 　重量：22.2g　直径：37.0㎜　状態：プルーフ
       ⑥ 額面：2.5ユーロ 品位：92.5% 　重量：12.0g　直径：28.0㎜　状態：プルーフ

Ａ. 金貨３種セット ＜ ① ブラジル金貨　② フランス金貨　③ ポルトガル金貨  ＞
　  ３６７,２００円（税込）   ※中央上部は付属の2014FIFAワールドカップ公式記念メダル

	限定1,200セット

       ① 額面：10レアル 品位：90.0% 　重量：4.40g　直径：16.0㎜　状態：プルーフ
       ② 額面：50ユーロ 品位：92.0% 　重量：8.45g　直径：22.0㎜　状態：プルーフ
       ③ 額面：2.5ユーロ 品位：91.6% 　重量：8.48g　直径：22.0㎜　状態：プルーフ



デザインと解説−１
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額面：10レアル　重量：4.40g　直径：16.0㎜

① ブラジル金貨

実物サイズ

裏面

ゴールネットに突き刺さるボールと史上最多５度の優
勝を示す星が５つデザインされており、額面「10レア
ル」と発行年「2014」が刻印されています。

表面

王者だけが手にできるFIFAワールドカップトロフ
ィーと周囲に2014FIFAワールドカップブラジル大
会の文字がポルトガル語で刻印されています。

額面：50ユーロ　重量：8.45g　直径：22.0㎜

② フランス金貨

実物サイズ

裏面

決勝戦の舞台エスタジオ・ド・マラカナンと額面「50ユ
ーロ」が刻印されたサッカーボールのコラボレーション
デザイン。周囲にフランス語で「マラカナンスタジアム」
と今大会名が刻まれています。

表面

開催国ブラジルをイメージした様 な々装飾に縁取られ
たブラジル国土に燦然と輝く大会公式エンブレムと
2014FIFAワールドカップブラジル大会の文字がフラン
ス語で刻印されています。

額面：2.5ユーロ　重量：8.48g　直径：22.0㎜

③ ポルトガル金貨

実物サイズ

裏面

左足を大きく伸ばし、ゴールを死守するディフェンダーの
姿が描かれています。中央にはポルトガル国章を描き、
周囲に国名がポルトガル語で刻印されています。下部に
は額面「2.5ユーロ」、その横にはポルトガル造幣局のミ
ントマークとデザイナーの名前が刻まれています。

表面

ポルトガルの首都リスボンにある「クリスト・レイ像」と
ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにあるコルコバードの
「キリスト像」が大西洋を越えて結びつくイメージをデ
ザイン。中央下にはサッカーボールに見立てた地球、上
部には大会名がポルトガル語で刻印されています。



デザインと解説−２
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実物サイズ

額面「5レアル」が刻印されたブラジル国土を中心に12の
開催都市名とその象徴*を時計の文字盤のように配置。

裏面

ブラジルサッカーの聖地、エスタジオ・ド・マラカナンとサッ
カーボールに見立てた地球をデザイン。周囲には大会名
がポルトガル語で刻印されています。

表面

額面：5レアル　重量：27.0g　直径：40.0㎜

④ ブラジル銀貨

実物サイズ

裏面

金貨同様、左足を大きく伸ばし、ゴールを死守するディフ
ェンダーの姿。中央にポルトガル国章、周囲に国名と額
面「2.5ユーロ」、ポルトガル造幣局のミントマークとデザイ
ナーの名前が刻まれています。

表面

金貨同様、ポルトガルの首都リスボンにある「クリスト・レイ像」とブ
ラジルのリオ・デ・ジャネイロにあるコルコバードの「キリスト像」が、
サッカーボールに見立てた地球の大西洋を越えて結びつくイ
メージ。中央には大会名がポルトガル語で刻印されています。

額面：2.5ユーロ　重量：12.0g　直径：28.0㎜

⑥ ポルトガル銀貨

金貨同様、決勝戦の
舞台エスタジオ・ド・マラ
カナンとサッカーボー
ルのコラボレーション。
額面「10ユーロ」の周囲
にフランス語で「マラカ
ナンスタジアム」と大会
名が刻まれています。

金貨同様、開催国ブ
ラジルをイメージした
様々な装飾に縁取ら
れたブラジル国土に
燦然と輝く大会公式
エンブレムと大会名が
フランス語で刻印され
ています。

フランス銀貨はドーム型にふくらみのある珍しい形状です。
ふくらんでいるのは表面側で、大会公式エンブレムのデザインが一層光り輝き、裏面側
はボウル状にくぼんでいるので、スタジアムそのもののような迫力。まさに３Dです。

実物サイズ

裏面表面

額面：10ユーロ　重量：22.2g　直径：37.0㎜

⑤ フランス銀貨

ドーム型の立体コイン

*ベロ・オリゾンテ＜サンフランシスコ・デ・アシス教会＞、クイアバ＜野鳥のトゥユュ＞、クリチバ＜パラナ松＞、マナウス＜カラフル
な鳥アラーラ＞、フォルタレーザ＜いかだ船ジャンガーダ＞、ナタール＜ヘイス・マーゴス要塞＞、ポルト・アレグレ＜マテ茶シマ
ホン＞ 、レシフェ＜カーニバルの傘＞、リオ・デ・ジャネイロ＜コルコバードのキリスト像＞、サルヴァドール＜上と下の町をつなぐ
ラセルダエレベーター＞、サン・パウロ＜アシス・シャトーブリアン美術館＞、ブラジリア＜カテドラル・メトロポリターナ教会＞



デザインと解説−３
（付属の2014FIFAワールドカップ公式記念メダル）

地球のようなサッカーボールとブラジル国土を背景にした
ブラジル国旗。上部にはポルトガル語で大会名が刻まれて
います。

金貨と同様のデザインを鮮やかなカラーで描かれていま
す。上部にはポルトガル語で大会名が刻まれています。

表 面

表 面

銅製　/　重量：21.45g　直径：38.61㎜

金メッキ銅メダル
金貨３種セットの付属品

銅製　/　重量：21.45g　直径：38.61㎜

銀メッキカラー銅メダル
銀貨３種セットの付属品

表面同様サッカーボールとブラジル国土を背景にＦＩＦＡ
ワールドカップトロフィー、そして大会名と、今大会のすべ
てが盛り込まれたデザインです。

「ミツオビアルマジロ」をモチーフにした大会公式マスコット
＜フレコ＞がカラーで描かれています。危険を感じるとサ
ッカーボールの様に身体を丸めて身を守ります。

裏 面

裏 面
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(参考)

大会名：2014FIFAワールドカップブラジル大会

開催日：2014年6月12日(木)〜7月13日(日)

出場国：32ヶ国

開催地：リオ・デ・ジャネイロ

ブラジリア

サン・パウロ

フォルタレーザ

ベロ・オリゾンテ

ポルト・アレグレ

サルヴァドール

レシフェ

クイアバ

マナウス

ナタール

クリチバ

２０１４ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会について

【日本代表のグループリーグ日程】

月日

6月15日

6月20日

6月25日

対戦国

コートジボワール

ギリシャ

コロンビア

開催地

レシフェ

ナタール

クイアバ
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都市銀行	 三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行	 （3）

地方銀行	 足利銀行、阿波銀行、伊予銀行、岩手銀行、北九州銀行、近畿大阪銀行、

	 群馬銀行、四国銀行、清水銀行、十八銀行、スルガ銀行、筑邦銀行、

	 千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、東北銀行、鳥取銀行、

	 富山銀行、八十二銀行、百五銀行、百十四銀行、広島銀行、福井銀行、

	 北越銀行、北陸銀行、北海道銀行、北國銀行、三重銀行、武蔵野銀行、

	 山口銀行、山梨中央銀行	 （32）

第二地方銀行	 愛知銀行、香川銀行、京葉銀行、高知銀行、島根銀行、第三銀行、

	 東和銀行、徳島銀行、栃木銀行、富山第一銀行、東日本銀行、福邦銀行、

	 もみじ銀行	 （13）

労働金庫	 全国の労働金庫各支店

販売窓口
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