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平成25年5月28日
泰星コイン株式会社
ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）承認

２０１４ＦＩＦＡワールドカップ
ブラジル大会公式記念コイン
＜第１次予約販売＞
６月３日(月）より予約販売開始
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＜第１次予約販売＞」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３日
（月）より開始いたします。このコインは、ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）が承認し、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協賛各国から発行されるもので
す。その中から日本国内においては、オーストラリア、スペイン、パラグアイの３カ国が発行する記念コイン
を第１次分として予約販売いたします。また、本大会が開催される2014年６月には第２次分（最終）としてブ
ラジル、フランス、ポルトガルの３カ国が発行する記念コインを販売する予定です。
＜第１次予約販売＞

2013年６月： オーストラリア・スペイン ・ パラグアイ （今回）

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

（予定）

日本の好敵手、
強豪国が勢揃い オーストラリア ・ スペイン ・ パラグアイ
第１次予約販売では、オーストラリア、スペイン、パラグアイから発行された金貨各１種、銀貨各１種、合
わせて金貨３種、銀貨３種を販売いたします。
日本の好敵手といえるオーストラリアとは、ワールドカップ出場をかけた決戦が間近に迫っています。ま
た、前回南アフリカ大会優勝のスペイン、前回大会で日本のベスト８進出を阻んだパラグアイと、いずれも
ワールドカップの長い歴史に熱く刻まれている国々です。
販売価格は、オーストラリア金貨が１３６,５００円、スペイン金貨が１１９,７００円、パラグアイ金貨が１１９,７
００円、金貨３種セットが３７５,９００円、銀貨３種セットが４４,１００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。
各国の誇りとサッカーへの熱い思いがデザインに
記念コインのデザインには、各国の誇りとワールドカップ、サッカーへの熱い思いが込められています。
オーストラリア金貨・銀貨には、オーストラリア大陸を背景に先住民族のドリブルシーン、スペイン金貨・銀
貨には、前回覇者の証であるワールドカップトロフィー、パラグアイ金貨・銀貨には、プレーをするサッカー
選手と南米サッカー連盟本部前の噴水などが描かれています。

☞デザインの詳細はP.4をご覧下さい

金貨３種セット・銀貨３種セットには “公式記念メダル” が付属
セット商品には公式記念メダル（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。それぞれの表面は、サッカーボールの地球にブラジル国土とブラジル国
旗、そして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。まさに今大会の象徴が凝縮された、貴重な公式記念メダルです。
世界最大のスポーツの祭典にふさわしい “純金”

希少性高い限定発行

今回販売する金貨はすべて純金（９９.９９％および９９.９％）です。さらに発行限度数は、オーストラリア金
貨3,500枚、スペイン金貨4,000枚、パラグアイ金貨5,000枚（対日割当各1,500枚）、銀貨各10,000枚（対日割
当各2,000枚）と限定されており、大変希少性も高くなっています。
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２０１４ＦＩＦＡワールドカップ ブラジル大会公式記念コイン

販
価

売

概

要

格■
Ａ. オーストラリア金貨・・・・・・・・・・・・ １３６,５００円 （限定 500枚）
Ｂ. スペイン金貨・・・・・・・・・・・・・・・ １１９,７００円 （限定 500枚）
Ｃ. パラグアイ金貨・・・・・・・・・・・・・・ １１９,７００円 （限定 500枚）
Ｄ. 金貨３種セット・・・・・・・・・・・・・・ ３７５,９００円 （限定 1,000セット）
< Ａオーストラリア Ｂスペイン Ｃパラグアイ>

Ｅ．銀貨3種セット・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４,１００円 （限定 2,000セット）
< ①オーストラリア ②スペイン ③パラグアイ >
※いずれも税込み価格です。
※各商品はすべて特製ケースに入れ、発行証明書を添付します。
※各セット商品には 公式記念メダル（D：金メッキ銅メダル / Ｅ：銀メッキカラー銅メダル）が付属します。
※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■

金
貨

発行国

額面

品位

Ａ オーストラリア

25 豪ドル

99.99％

直径

状態

7.78g

22.6 ㎜

プルーフ

3,500 枚

1,500 枚

100 ユーロ

99.9％

6.75g

23.0 ㎜

プルーフ

4,000 枚

1,500 枚

1,500 グアラニー

99.9％

6.75g

23.0 ㎜

プルーフ

5,000 枚

1,500 枚

① オーストラリア

50 豪セント

99.9％

15.59g

36.6 ㎜

プルーフ

10,000 枚

2,000 枚

② スペイン

10 ユーロ

92.5％

27.00g

40.0 ㎜

プルーフ

10,000 枚

2,000 枚

92.5％

27.00g

40.0 ㎜

プルーフ

10,000 枚

2,000 枚

Ｂ スペイン
Ｃ パラグアイ

銀
貨

③ パラグアイ

1 グアラニー

重量

発行限度数

対日割当数

※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２５年６月３日(月)〜６月２８日(金)
発

行

※期間内でも限定数に達した時点で終了

国■ オーストラリア連邦（鋳造：パース造幣局）
スペイン（鋳造：王立スペイン造幣局）
パラグアイ共和国（鋳造：王立スペイン造幣局）

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

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
泰星コインｔｏｐページ

▶

＊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。
▶

報道者様向け
ダウンロードはこちら

＊＊ パスワード ：

FIFA

＊＊
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商品の一覧
Ａ. オーストラリア金貨

１３６,５００円（税込）
限定500枚
額面：25豪ドル 品位：99.99% 重量：7.78g 直径：22.6㎜ 状態：プルーフ

Ｂ. スペイン金貨

１１９,７００円（税込）
限定500枚
額面：100ユーロ 品位：99.9% 重量：6.75g 直径：23.0㎜ 状態：プルーフ

C. パラグアイ金貨

１１９,７００円（税込）
限定500枚
額面：1,500グアラニー 品位：99.9% 重量：6.75g 直径：23.0㎜ 状態：プルーフ

D. 金貨３種セット ＜ Ａ オーストラリア B スペイン C パラグアイ ＞

３７５,９００円（税込）

※中央上部は付属の公式記念メダル

限定1,000セット

Ｅ. 銀貨３種セット ＜ ① オーストラリア ② スペイン ③ パラグアイ ＞

４４,１００円（税込）

※中央上部は付属の公式記念メダル

限定2,000セット
①額面：50豪セント 品位：99.9% 重量：15.59g 直径：36.6㎜ 状態：プルーフ
②額面：10ユーロ 品位：92.5% 重量：27.00g 直径：40.0㎜ 状態：プルーフ
③額面：1グアラニー 品位：92.5% 重量：27.00g 直径：40.0㎜ 状態：プルーフ
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デザインと解説
Ａ オーストラリア金貨

① オーストラリア銀貨

オーストラリア金貨・銀貨 共通表面（実物サイズ）

気品あふれる女王エリザベス２世
の肖像と発行年銘、額面。
金貨 ● 額面：25豪ドル 重量：7.78g 直径：22.6㎜
銀貨 ● 額面：50豪セント 重量：15.59g 直径：36.6㎜

オーストラリア大陸をバックに、先住民族をモチーフにした選手の
華麗なドリブルシーンが描かれており、銀貨はその背景をエスニッ
クなカラーで囲んでいます。上部には英語で大会名が刻まれていま
す。

Ｂ スペイン金貨

② スペイン銀貨

スペイン金貨・銀貨 共通表面（実物サイズ）

風格あるスペイン国王ファン・カ
ルロス１世の肖像と発行年銘。
金貨 ● 額面：100ユーロ 重量：6.75g 直径：23.0㎜
銀貨 ● 額面：10ユーロ 重量：27.00g 直径：40.0㎜

2010南アフリカ大会の優勝トロフィーを中央に配置、前回覇者とし
ての誇りを感じさせるデザインです。金貨はその背景に地球をかた
どり、銀貨はさまざまなプレイヤーとブラジル国土、国旗のコラー
ジュ。周囲にはスペイン語で大会名が刻まれています。

Ｃ パラグアイ金貨

③ パラグアイ銀貨

パラグアイ金貨・銀貨 共通表面（実物サイズ）

パラグアイの国章の周囲に国
名、額面、発行年銘。
金貨 ● 額面：1,500グアラニー 重量：6.75g 直径：23.0㎜
銀貨 ● 額面：1グアラニー 重量：27.00g 直径：40.0㎜

金貨にはヒールキックする選手と首都アスンシオンにある南米サッ
カー連盟本部前の噴水が描かれ、銀貨にはシュートを放とうとする
選手と国旗を持って応援する観客が描かれています。周囲にはスペ
イン語で大会名が刻まれています。
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デザインと解説
（付属品）
〜

セット商品には“公式記念メダル”が付属します

〜

金メッキ銅メダル

銀メッキカラー銅メダル

金貨３種セットの付属品

銀貨３種セットの付属品
表面

地球のようなサッカーボールとブラジル
国土を背景にしてブラジル国旗をデザイ
ン。銀メダルは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。

裏面

地球のようなサッカーボールとブラジル
国土を背景に、金メダルにはＦＩＦＡワー
ルドカップトロフィーが、銀メダルには
大会公式マスコット＜フレコ＞がカラー
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。
銅製 / 重量：21.45g 直径：38.61㎜

銅製 / 重量：21.45g 直径：38.61㎜

（参考）
２０１４ＦＩＦＡワールドカップブラジル大会について
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

●大会スローガン

今大会のスローガンは
「オール・イン・ワン・リズム」です。
この「一つのリズムのもと」を意味するスロ
ーガンには、サッカーというブラジルのシン
ボル及びリズムのもと、世界中が一つにな
る事への願いが込められています。
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2014FIFAワールドカップ
ブラジル大会公式記念コイン
ワールドカップを5度制覇した国へようこそ！
世界のコイン収集家とサッカーを愛する全ての皆様、
19 5 0 年 以 来、2 度目の F I FAワールドカップ
開催となるブラジル。我々は世界の代表チーム
を、2014年6月12日から7月13日まで我が国へ
お迎え出来る事を大変光栄に思っております。
ロナウド

4年に一度開催されるFIFAワールドカップには
毎回世界中から大勢のサッカーファンが観戦に訪れます。私はFIFA
ワールドカップブラジル大会の親善大使として2014年が素晴らしい
スポーツの祭典になる事をお約束致します。
2014FIFAワールドカップブラジル大会公式記念コインは、開催国ブラ
ジルとワールドカップを象徴するアイテムであり、記念コインの歴史に
おいても節目のコインとなります。世界のサッカーファン及びコイン収
集家の皆様には是非これらのコインを楽しんで頂きたいと思っておりま
す。今大会の記念コインは全て金・銀の貴金属から最新技術を用いて
鋳造され、その独特なデザインもこのコインコレクションの希少価値を
高めます。
過去の傾向からみましても今回の2014FIFAワールドカップのような
世界的なスポーツイベントの公式記念コインは、コイン収集家及び
サッカーファンにより瞬く間に売り切れること必至。今回はブラジルの
文化の一部を皆様の大切なコレクションに加えるチャンスです。
ようこそブラジルへ！

ロナウド
2014FIFAワールドカップブラジル組織委員会メンバー
© The Ofﬁcial Emblem and Ofﬁcial Mascot of the 2014 FIFA World Cup Brazil™
and the FIFA World Cup Trophy are copyrights and trademarks of FIFA. All rights reserved.
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販売窓口

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、千葉銀行、
千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、東北銀行、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
（30）

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

労働金庫

（13）

全国の労働金庫各支店
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