
＜報道用資料＞

泰星コイン株式会社（本社：東京／社長：岡　政博）は、「バンクーバー2010オリンピック冬季

競技大会公式記念コイン＜最終販売＞」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１月１８日（月）より開始いたします。このコインは、今年２月１２日〜２８日に開催される

《バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会》を記念して、開催国であるカナダ王室造幣局が鋳

造・発行するもので、日本国内においては２カ年にわたるコインプログラムとして、昨年2009年１

月に＜第１次販売＞（金貨３種・銀貨５種）をすでに発売し大変ご好評をいただきました。その第

２次といたしまして開催年である本年は＜最終販売＞（金貨３種・銀貨４種）を発売いたします。

合わせて金貨６種・銀貨９種でこのコインプログラムが完結いたします。

この＜最終販売＞の内容は、75ドルカラー金貨３種《ウルフ》《聖火》《ヘラジカ》と、25ドル

ホログラム銀貨４種《スピードスケート》《クロスカントリー》《スケルトン》《スキージャン

プ》です。価格は、金貨が各７７,７００円、金貨３種セットが２３３,１００円、銀貨４種セット

が５０,４００円（税込価格）で、銀貨はセットでの販売のみとなっています。

■オリンピック記念コイン初のホログラムが銀貨共通のデザイン

このコインプログラムの最大の特徴は、すべての銀貨に、オリンピック記念コイン史上初のホロ

グラムが採用されていることです。大会ロゴマークと氷と雪の結晶が幻想的に煌めく三日月形のホ

ログラムは、カナダと冬季オリンピックを象徴するにふさわしい、大変印象的で美しいモチーフで

す。そのホログラムを基調に《スピードスケート》《クロスカントリー》《スケルトン》《スキー

ジャンプ》と冬季オリンピックの代表的な４種目をデザインしました。直径40㎜とボリューム感の

ある銀貨はまるでまばゆい氷雪を思わせ、それぞれの競技者が今にも飛び出しそうな迫力で描かれ

ています。

■カラー金貨で燃え盛る聖火とカナダの動物を色彩豊かに表現

金貨のデザインには、オリンピック精神のシンボルである《聖火》、そして開催国カナダの大自

然に生きる動物《ウルフ》と《ヘラジカ》が色鮮やかに生き生きと描かれています。

カナダ王室造幣局がオリンピック記念コインにカラーを採用するのは初めてです。

■大会ロゴマークもすべてのコインに

コインプログラムの全ての金貨表面・銀貨裏面に大会公式ロゴマークが刻まれています。

ロゴマークのモチーフである「イヌクシュック」はイヌイット語で“人間の化身”を意味しま

す。雪原における道標、狩りや漁場の目印などの役割があったとされ、現在では両手を広げて世界

中からの旅人を歓迎する意も加わり、開催国カナダの精神を表す最良のシンボルです。

■カナダ王室造幣局の最先端テクノロジーを駆使した希少性高いコインプログラム

このコインプログラムは、３回目のオリンピック開催国であり、またオリンピック記念コインプ

ログラムを最初に手がけた国としての誇りと喜びをもって、カナダ王室造幣局が、最先端テクノロ

ジーを駆使して鋳造した芸術性高いコインプログラムです。

発行限度数も金貨各8,000枚（対日割当各2,000枚）、銀貨各45,000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22年1月12日
泰星コイン株式会社

バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会
公式記念コイン＜最終販売＞

１月１８日(月）より国内予約販売開始

カナダ王室造幣局 鋳造／発行

カラー ホログラム
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販売価格■

Ａ.カラー金貨《ウルフ》 ７７,７００円（限定500枚）

Ｂ.カラー金貨《聖　火》 ７７,７００円（限定500枚）

Ｃ.カラー金貨《ヘラジカ》 ７７,７００円（限定500枚）

Ｄ.カラー金貨３種セット（ＡＢＣ） ２３３,１００円（限定1,500セット）

Ｅ.ホログラム銀貨４種セット（①②③④） ５０,４００円（限定3,000セット）

※いずれも税込み価格です。

※すべて特製ケースと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特別仕上げです。

発売開始日■　平成２２年１月１８日（月）　全国一斉発売開始

鋳造／発行■　カナダ王室造幣局

輸　入　元■　泰星コイン株式会社

《バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会公式記念コイン》の売上の一部は、㈶日本オリンピック委員会

を通じ日本選手派遣・強化及びオリンピックムーブメント推進の一助として役立てられます。

本件に関するお問い合わせ先

《バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会公式記念コイン》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-����：�����������@�����������.���

URL：����://���.�����������.���/����.����

発売概要

バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会
公式記念コイン＜最終販売＞

７５ドル金貨

５８.３３％

１２.００


２７.０㎜

プルーフ

各８,０００枚

各２,０００枚

２５ドル銀貨

９２.５０％

２７.７８


４０.０㎜

プルーフ

各４５,０００枚

各３,０００枚

①スピードスケート

②クロスカントリー

③スケルトン

④スキージャンプ

Ａ　ウルフ
Ｂ　聖　火
Ｃ　ヘラジカ

品 位

重 量

直 径

状 態

発行限度数

対日割当数

デ ザ イ ン

カラーカラー ホログラムホログラム
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デザインと解説-1

バンクーバー2010オリンピック冬季競技大会
公式記念コイン＜最終販売＞

表　面

裏　面（75ドル金貨）

金貨・銀貨表面は、共に女王エリザベス２世の横顔

を中心に、周囲にはカナダ国名、発行年2009が刻

まれ、さらに金貨には大会ロゴマークが、銀貨には

「V�������� 2010」の文字が刻印されています。

大会ロゴマーク　＜I������(イラナック)＝イヌイット語で“友達”＞

カナダ北極部の先住民イヌイットが石を人の形に積み上げた「イヌクシュック(＝人間

の化身の意)」をモチーフにしています。広大な雪原における道標、漁場の目印、人

間に見せかけて獲物を追い込む等の様々な役割がありましたが、時を経て、自然と

共存するカナダの希望と平和、友愛のシンボル、世界中からやってくる人々を両手

を広げて歓迎する気持ちの象徴となっています。さらにそれぞれの石は接着ではな

く互いのバランスで支え合う構造であることから《ホスピタリティ》《チームワー

クと協力》を表現しています。開催国カナダの気持ちを表すシンボルとしてこれ以上

のものはないと言えるでしょう。

Ａウルフ

オオカミ（ハイイロオオカミ）がカラーで描かれ、その上下に「V�������� 2010」

の文字と額面が刻まれています。

オオカミは、かつては北米大陸を中心とした北半球全般に分布していましたが、狩

猟、駆逐により激減してしまいました。人間によって生息地や獲物を減らされ、家畜を

襲うために怖れ嫌われる一方、オオカミの語源が「大神」であるように森の大きな生態

系を左右する重要な存在として神性化されていた地域もあります。

現在、アラスカやアメリカの一部、カナダで生存が確認されています。

Ｂ聖火

オリンピック精神の象徴である聖火の色鮮やかな炎の中には、スピードスケート、ス

キージャンプ、スノーボード、フリースタイルスキー、アルペンスキーの競技種目が描

かれています。その上下に「V�������� 2010」の文字と額面が刻まれています。

古代ギリシャではプロメテウスが神々より火を盗んだとされています。古代オリンピ

ックでは期間中、最高神ゼウスとその妻ヘラの神殿に火が灯されていました。現在、聖

火はかつてヘラの神殿が建っていた場所で採火され、オリンピック精神と友好のシンボ

ルとして大会を見守ります。

Ｃヘラジカ

別名オオジカの名の通りシカ科最大種のシカです。ヘラのような特徴的な角を誇るよ

うに立ちふさがる姿をリアルに描き、その左右に「V�������� 2010」の文字と額面が

刻まれています。

ヘラジカは、スカンジナビア、ロシア、北アメリカなど北半球の寒帯林に多く生息

し、太古より食用として狩猟の対象とされ、また、その皮は衣服や住居（テント）に利

用されています。カナダでは、国を象徴する動物とされています。

75ドル金貨
(ＡＢＣ)

25ドル銀貨
(① ②③④)

カラー ホログラム
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①スピードスケート

スケートは最古のウィンタースポーツでその起源は２万年まで遡ります。古く

から冬の間凍った運河や川を行き来するための交通手段として発達しました。ス

ピードスケート発祥の地はオランダと言われ、1889年にはアムステルダムで競技

大会が行われ、1893年には同じくアムステルダムで世界選手権が開催されまし

た。冬季オリンピックでは1924年の第１回大会（シャモニー）からの競技種目で

す。

③スケルトン

スケルトンは“骸骨”“骨格”を意味します。この競技のソリが、車のボディ

ーを持たない車体だけのような、つまり骨組みむき出しであるためにこの名前に

なったと言われています。スケルトンは1928年スイスのサンモリッツで誕生し、

2002年アメリカのソルトレークシティの冬季オリンピック大会で正式競技となり

ました。

②クロスカントリー

クロスカントリーの走法には、スケーティング走法を用いないオーソドックス

なクラシカルテクニックと、スケーティングを主流としたフリーテクニックと２

つの走法があります。男女それぞれに距離の種類も多く、リレーも合わせるとス

キーでは最多の男女計12種目になります。ノルウェー陸軍は1767年に早くもク

ロスカントリー競技を行っており、オリンピックでは、1924年第１回冬季オリン

ピック大会（フランス・シャモニー）からの種目です。

④スキージャンプ

スキージャンプのはじまりは、1809年、ノルウェー人中尉が自身の部隊を喜ば

せるために行ったことに由来します。男子スキージャンプは、1924年の第１回冬

季オリンピック大会からの競技で、ジャンプ台の大きさやK点までの距離などに

よってノーマルヒルとラージヒルの２種目があります。

裏　面（25ドル銀貨）

デザインと解説-2

カラー ホログラム
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全ての銀貨裏面には、ホログラムによって美しい三日月

形のデザインが施されています。中央に大会ロゴマーク、

そしてカナダとオリンピック冬季競技大会には欠かせな

い氷と雪の結晶が散りばめられています。

★★オリンピック記念コイン初の“ホログラム”★★



D. カラー金貨３種セット

　（ＡＢＣ）

２３３,１００円（税込）

限定１,５００セット

Ａ. カラー金貨《ウルフ》

　 ７７,７００円（税込）

限定５００枚

Ｂ. カラー金貨《聖火》

　 ７７,７００円（税込）

限定５００枚

Ｃ. カラー金貨《ヘラジカ》

　 ７７,７００円（税込）

限定５００枚

Ｅ. ホログラム銀貨４種セット

　（①②③④）

５０,４００円（税込）

限定３,０００セット

商品の外観

カラー ホログラム
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カナダ王室造幣局 局長

ごあいさつ

カラー ホログラム
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カナダ王室造幣局が発行する「バンクーバー 2010 冬季オリンピック競技大会公式記念コイン・

プログラム」をみなさまにご紹介させていただくことを光栄に思います。これはオリンピック大会

のカナダ開催を記念して世界中の造幣局が発行する記念コインプログラムの中でも、最も優れた逸

品です。

この記念コインは、スポーツ、文化、伝統などのテーマにまたがるバラエティに富んだ素晴らし

プログラムで、銀貨には、オリンピック公式記念コインとして初めて三日月形の美しいホログラム

を取り入れ、また、金貨には、カナダ王室造幣局として初めてカラーを採用しました。

このような新しい取り組みは、1976 年モントリオール夏季オリンピック、1988 年カルガリー冬

季オリンピックに続き、世界最高の競技大会であるオリンピックが 3 回目の開催国となるカナダの

誇りと喜びを象徴するものです。

カナダ王室造幣局は、このコインを手にするすべての方々の心に、バンクーバー 2010 冬季オリ

ンピック競技大会の精神をもたらすことを願い、オリンピック不滅の理想を喚起させる格調高い記

念の品として、またこの普遍的な理想を記念するカナダ王室造幣局の想いとして、我々のコインが

長く喜ばれるよう望んでおります。

　　

第 21 回バンクーバー 2010 冬季オリンピック競技大会の記念に、わたくしどもが心を込めて造

り上げた美しい芸術品を、みなさまが楽しみながら収集してくださるよう、お願いいたします。

イアン・Ｅ・ベネット

カナダ王室造幣局　局長兼ＣＥＯ



(参考資料)

カラー ホログラム
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バンクーバー2010オリンピック／パラリンピック冬季競技大会について

　カナダのバンクーバーの他ウィスラー、リッチモンド、ウエストバン

クーバーを会場に、７競技86種目の熱戦が繰り広げられます。今回はフ

リースタイルスキーの中で“雪上の障害物競走”と言われる『スキーク

ロス』が新たな正式種目に加わりました。オリンピック開催はモントリ

オール（1976／夏季）、カルガリー（1988／冬季）に続いて３回目、パ

ラリンピック開催はトロント（1976／夏季）に続いて２回目となりま

す。メインスタジアムはBCプレイス・スタジアムで、オリンピック史上

初めて開閉会式が屋内で行われる予定です。

■大会概要

大 会 名：第21回オリンピック冬季競技大会（2010／バンクーバー）

第10回パラリンピック冬季競技大会（2010／バンクーバー）

開 催 日：2010年２月１２日(金)〜２８日(日)　オリンピック

2010年３月１２日(金)〜２１日(日)　パラリンピック

開 催 地：バンクーバー（カナダ）

運営主体：バンクーバー2010オリンピック／パラリンピック冬季競技大会組織委員会

実施競技：オリンピック　７競技　

パラリンピック５競技　

■大会マスコット“スーミ”“クワッチ”“ミーガ”

動物の精霊・サンダーバードの

羽と熊の足を持つ“スーミ”、

カナダの想像上の動物・ビッグ

フット（先住民の言葉で「毛深

い巨人」）をイメージした男の

子“クワッチ”、オルカとシロ

クマをイメージした小さな女の

子“ミーガ”。この３人組が世

界中の人々を歓迎します。

カナダ王室造幣局について

1908年に創業し昨年創立100周年を迎え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

成長しました。従業員数は700名を超え、世界でも最新かつ革新的な造幣局の

ひとつです。

また、オリンピックをテーマにしたコインプログラムで金貨を発行したの

は、カナダ王室造幣局が世界で初めてです。

今回もオリンピック記念コイン史上初となるホログラム銀貨を革新的な最先

端テクノロジーを駆使して鋳造しています。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ヶ国以上の貨幣を鋳造しています。

スーミ ミーガクワッチ



カラー ホログラム

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、関東つくば銀行、

近畿大阪銀行、群馬銀行、四国銀行、清水銀行、十八銀行、親和銀行、

スルガ銀行、筑邦銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、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、福岡銀行、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 （33）

第二地方銀行 愛知銀行、愛媛銀行、香川銀行、北日本銀行、きらやか銀行、

熊本ファミリー銀行、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 （18）

信用金庫 愛媛信用金庫 （1）

労働金庫 全国の労働金庫各支店

発売窓口

8


