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＜報道用資料＞

泰星コイン株式会社（本社：東京／社長：岡　政博）は、カナダ王室造幣局が鋳造・発行する

「2013年ワールド ベースボール クラシック大会 公式ライセンス コイン」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１月21日（月）より開始いたします。

“野球の世界No.１決定戦”  初めて鋳造されたワールド ベースボール クラシック大会 公式ライセンスコイン
いよいよ今年３月、野球の世界No.１決定戦、2013年ワールド ベースボール クラシックが開催されま

す。大会を祝して発行されるこのコインは、大会を運営するWBCI（ワールド ベースボール クラシック株式

会社）が承認し、初めて鋳造された大会公式ライセンスコインです。*

発行されるコインは金貨３種と銀貨４種です。

価格は、150カナダドル金貨(１種)が２１０,０００円、75カナダドル金貨(２種)が各１１５,５００円、金貨３種

セットが４４１,０００円、20カナダドル銀貨４種セットが５０,４００円（いずれも税込み価格）で、銀貨はセットで

の販売のみとなっております。 ☞WBCIについてはP.7をご覧下さい

金貨 ■ 野球の世界大会を象徴するデザイン  
金貨のデザインは３種＜チャンピオン＞＜ベースボール＞＜スタジアム＞です。野球の世界No.1を決

める国際大会であることをシンボリックに描いたデザインで、世界王者の誇りにふさわしい黄金の輝きを引

き立たせます。 ☞デザインの詳細はP.4をご覧下さい

銀貨 ■ ４つの基本プレー “投” “打” “守” “走” の熱い瞬間をデザイン
銀貨のデザインは４種＜ピッチャー＞＜バッター＞＜フィールダー＞＜ランナー＞です。野球の４つの

基本動作 “投” “打” “守” “走” をテーマに、それぞれの場面で観衆を魅了する熱い瞬間をデザインしま

した。筋肉の緊張までもが伝わる迫力のプレーが、ボリューム感のある銀貨の上でダイナミックに躍動して

います。 ☞デザインの詳細はP.5をご覧下さい

すべての金貨・銀貨に大会ロゴマーク
このコインプログラムの全ての金貨と銀貨には大会ロゴマークが描かれています。

世界大会にふさわしい “純金・純銀” （最高品位 ９９.９９%）　希少性高い限定発行
このコインは金貨・銀貨ともに、初めて鋳造されたワールド ベースボール クラシック初の大会公式ライセン

スコインにふさわしい最高品位９９.９９％の純金・純銀です。さらに発行限度数は、金貨各3,500枚（対日割

当各2,000枚）、銀貨各7,500枚（対日割当各3,000枚）と限定されており、大変希少性も高くなっています。

平成25年1月16日
泰星コイン株式会社

2013年ワールド ベースボール クラシック大会
公式ライセンス コイン

１月２１日(月）より国内予約販売開始

〜 世界にさきがけて日本・カナダ同時発売 〜

初めて鋳造された大会公式ライセンスコイン
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* 初めて鋳造された大会公式ライセンスコイン
コインとメダルはよく似ており混同されやすいですが、

コインはご承知の通り国が発行する法定通貨で、 額面

があることがメダルとの大きな違いです。

これまでも大会関連のメダルは発売されてきましたが、

大会公式ライセンスコインは今回が初めてとなります。

参考



Officially Licensed Coins of the 2013 World Baseball ClassicTM Tournament

価　格■

Ａ.	チャンピオン金貨・・・・・・・・・・・・・	２１０,０００円	（限定	500枚）

	 <	150カナダドル金貨	>	

Ｂ.	ベースボール金貨・・・・・・・・・・・・・	１１５,５００円	（限定	500枚）

	 <	75カナダドル金貨	>

Ｃ.	スタジアム金貨・・・・・・・・・・・・・・	１１５,５００円	（限定	500枚）

	 <	75カナダドル金貨	>

Ｄ.	金貨３種セット・・・・・・・・・・・・・・	４４１,０００円	（限定	1,500セット）

	 <	Ａチャンピオン　Ｂベースボール　Ｃスタジアム	>

Ｅ．銀貨４種セット・・・・・・・・・・・・・・・	５０,４００円	（限定	3,000セット）

	 <	①ピッチャー　②バッター　③フィールダー　④ランナー	>

※いずれも税込み価格です。

※すべて造幣局特製ケースに入れ、シリアルナンバー入り発行証明書を添付します。

※銀貨はセットでの販売のみです（単品販売はいたしません）。

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。

販売開始日■　平成２５年１月２１日（月）　※世界にさきがけて日本・カナダ同時発売

鋳造・発行■　カナダ王室造幣局

総 輸 入 元■　泰星コイン株式会社

発 売 窓 口■　全国の金融機関　☞詳細はP.8をご覧下さい

本件に関するお問い合わせ先

《 記念コイン事務局 （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

販　売　概　要

2013年ワールド ベースボール クラシック大会 公式ライセンス コイン
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デザイン

金
貨

Ａ チャンピオン

Ｂ ベースボール
Ｃ スタジアム

① ピッチャー
② バッター
③ フィールダー
④ ランナー

額面

150カナダドル

75カナダドル

20カナダドル

品位

99.99％

99.99％

99.99％

重量

15.59g

7.80g

31.39g

直径

25.0 ㎜

20.0 ㎜

38.0 ㎜

状態

プルーフ

プルーフ

プルーフ

発行限度数

3,500 枚

各 3,500 枚

各 7,500 枚

対日割当数

2,000 枚

各 2,000 枚

各 3,000 枚
銀
貨

1月16日(水) はこちらへお願いします　▶090-3139-7658(本田)  ▶080-8858-0606(馬場)
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商品の一覧

D. 金貨３種セット ＜ Ａ チャンピオン　B ベースボール　C スタジアム  ＞
　  ４４１,０００円（税込）

	限定1,500セット

Ｅ. 銀貨４種セット ＜ ① ピッチャー　② バッター　③ フィールダー　④ ランナー  ＞
　  ５０,４００円（税込）

	限定3,000セット

       額面：20カナダドル　品位：99.99% 　重量：31.39g　直径：38.0㎜　状態：プルーフフ

Ａ. チャンピオン金貨
　  ２１０,０００円（税込）

	限定500枚

       額面：150カナダドル　品位：99.99% 　重量：15.59g　直径：25.0㎜　状態：プルーフ 

Ｂ. ベースボール金貨
　  １１５,５００円（税込）

	限定500枚

       額面：75カナダドル　品位：99.99% 　重量：7.80g　直径：20.0㎜　状態：プルーフ

C. スタジアム金貨
　  １１５,５００円（税込）

	限定500枚

       額面：75カナダドル　品位：99.99% 　重量：7.80g　直径：20.0㎜　状態：プルーフ
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デザインと解説-1

 裏　面（金貨） 

　すべての金貨・銀貨表面は、スーザン・ブラントに
よる気品ある女王エリザベス2世の肖像が描かれてい
ます。周囲には“ＥＬＩＺＡＢＥＴＨ	 Ⅱ”とエリザベス２世
を称えるラテン語“Ｄｅｉ	 Ｇｒａｔｉａ	 ＲＥＧＩＮＡ（神の恩
寵による女王）”の略記、発行国名“ＣＡＮＡＤＡ”が刻ま
れています。

★全ての金貨・銀貨の裏面には、大会ロゴマーク
と発行年が刻まれています。

★背景に描かれた円は、スピード、技術、躍動感
を表現しています。

金貨共通
(Ａ	Ｂ	Ｃ)

銀貨共通
(①	②	③	④)

 表　面 

Ａ チャンピオン
試合を左右する大事な局面で決勝打を放ったヒーロー。天

高く両手を広げ、歓喜を爆発させながらベースを回る姿を描

いています。その先には喜びを分つチームメートが待ってい

ることでしょう。
 額面：150カナダドル　重量：15.59g　直径：25.0㎜

実際のサイズ

Ｂ ベースボール
野球を最も象徴する白球が空中を舞う姿が描かれていま

す。大会ロゴマークと同様に大きく描かれたボールには、王

者の座を狙うすべての選手の想いが込められています。

 額面：75カナダドル　重量：7.80g　直径：20.0㎜

実際のサイズ

Ｃ スタジアム
決戦の舞台となるスタジアムの象徴であるダイアモンドを

バットが支えるデザインです。交差する２本のバットがこれ

から始まる熱戦を予感させます。

 額面：75カナダドル　重量：7.80g　直径：20.0㎜

実際のサイズ

⌘	野球の世界 No.1 を決める国際大会を象徴するデザインが	99.99％	の黄金の輝きを一層引き立てます	⌘％999 ％％％％％％％％％％％％％％
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② バッター
ボールを捕らえたバッターの大きなフォロースルー

の姿が描かれています。バットは水平に伸び、右足に

溜めこんだエネルギーがすべてボールにぶつけられ

た瞬間、勝負を左右する打球の行方を誰もが目で追

います。

 額面：20カナダドル　重量：31.39g　直径：38.0㎜

① ピッチャー
投球モーションに入ったピッチャーが、打者に対し

渾身の一球を力強く投げ込もうとする姿が描かれてい

ます。右腕を大きく伸ばし、グローブを持つ左手で体

が開かないようにし、左の股関節から臀部にかけて力

を溜め込んだ筋肉の緊張が伝わってきます。

 額面：20カナダドル　重量：31.39g　直径：38.0㎜

③ フィールダー
抜けるかと思えた打球にグローブをはめた右手を必

死に伸ばし、見事ボールを捕球する野手を描いてい

ます。間一髪のミラクルプレーの瞬間、場内には歓喜

とため息が混じります。

 額面：20カナダドル　重量：31.39g　直径：38.0㎜

④ ランナー
走者が次のベースをめざして全力疾走する姿が描

かれています。

 額面：20カナダドル　重量：31.39g　直径：38.0㎜

 裏　面（銀貨） 

デザインと解説-2

⌘	野球の４つの基本プレー“投”“打”“守”“走”の熱い瞬間をデザインしました	⌘
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カナダ王室造幣局　局長

ごあいさつ
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この度は、カナダ王室造幣局が発行する「2013年ワールド ベースボール クラシック大会 公式ライセンス 

コイン」をみなさまにご紹介させて頂けることを大変光栄に思っております。今回のコインは、我々がWorld 

Baseball Classic, Inc. と契約を結び、2013年ワールド ベースボール クラシック開催を祝して発行する初めて

のコインとなります。

我々が世界に発行するコインは、世界最高の野球選手が集まるワールド ベースボール クラシックという

特別なイベントからインスピレーションを受けており、全てのコインは、野球最高峰の世界大会を象徴する卓

越した精神の下に制作されております。

金貨３種と銀貨４種からなる今シリーズ。1/2オンス純金プルーフ金貨１種と1/4オンス純金プルーフ金貨

２種には、野球の世界王者を決める国際大会である事をシンボリックに描いたデザイン。1オンス純銀プル

ーフ銀貨４種には、熱いプレーを演じる選手達の華麗な動きがデザインされております。全てのコインは、カ

ナダのオンタリオ州オタワにあるカナダ王室造幣局の最新鋭の貨幣鋳造施設で鋳造されており、 ワールド 

ベースボール クラシックの大会ロゴマークが刻印されております。

カナダ王室造幣局は、このコインが全ての方々にとってワールド ベースボール クラシックの精神と理想を

もたらす上質な思い出の品になる事を目標としております。またカナダ王室造幣局の思い出として、我々の

コインが永く喜ばれるよう望んでおります。

　我々が2013年ワールド ベースボール クラシックを祝して、心を込めて造り上げた美しい芸術品を、みな

さまが末永く楽しみ、収集してくださる事を心よりお願い申し上げます。

イアン・Ｅ・ベネット

カナダ王室造幣局

局長兼ＣＥＯ
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(参考資料)

ワールド	ベースボール	クラシック	について
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■大会概要

ワールド ベースボール クラシックは、世界最高の野球選

手がそれぞれの母国の代表として戦う、国際野球連盟

（IBAF）公認の野球世界一決定戦です。2006年３月と2009

年３月に開催された大会には、世界中から150万人以上が

試合会場を訪れました。

現在のチャンピオンは日本で、2006年の第１回大会と

2009年の第２回大会を連覇しています。

今年3月に開催される第３回大会にも世界最高の野球選

手が集まり、大会は今後も４年おきに開催されることが決定

しています。

大会名：	2013年ワールド	ベースボール	クラシック

開催日：	２０１３年３月２日(金)〜３月１９日(日)

開催地：	米国／サンフランシスコ・マイアミ・フェニックス

	 日本／東京・福岡　　プエルトリコ　　台湾

[これまでの成績]

第１回大会(2006年)	 優勝／日本	 準優勝／キューバ	 ※参加16カ国・地域

第２回大会(2009年)	 優勝／日本	 準優勝／韓国	 ※参加16カ国・地域

第３回大会(2013年)	 優勝／？	 	 ※参加28カ国・地域

ＷＢＣＩ(ワールド	ベースボール	クラシック株式会社)

カナダ王室造幣局

　1908年に創業されたカナダ王室造幣局は、100％民営のカナダ公社で、カナダで流通する全て

の貨幣の製造およびそれを支える流通システム全体の管理責任を担っています。

1世紀の間に、金と銀の精錬所までも所有する世界有数の流通貨幣、収集用コイン、地金型コイン

の製造業者に成長したカナダ王室造幣局。その従業員数は1000人を超え、世界でも最新かつ革

新的な造幣局の一つと考えられております。オリンピックをテーマにしたコインプログラムを世界で

初めて導入したのは、カナダ王室造幣局です。近年ではバンクーバー冬季オリンピックでオリンピッ

クコインでは史上初となるホログラム銀貨を鋳造する等、その技術力の高さも世界的に認められて

おります。さらに、諸外国の流通貨幣、コインの元となるブランク、海外から製造を依頼された収集

用コイン・メダルの設計・鋳造も行っており、過去25年間に60ヶ国以上の貨幣を製造してきました。

ワールド ベースボール クラシック株式会社（WBCI）は、メジャーリーグベースボール（MLB）とメジャ

ーリーグベースボール選手会（MLBPA）の共同で設立されたワールド ベースボール クラシック大会運

営会社です。国際野球連盟（IBAF）公認のワールド ベースボール クラシック大会は、MLB、MLBPA、

日本野球機構（NPB）、韓国野球委員会（KBO）とそれら所属の選手会、そしてその他世界中の数多く

の野球連盟と選手会に支援されております。

オンタリオ州オタワにある
本社は1908年に建てられ
た歴史的な建造物
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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、

	 北洋銀行、もみじ銀行	 （14）

労働金庫	 全国の労働金庫各支店

発売窓口
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