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平成21年6月10日
泰星コイン株式会社

2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 TM
公式記念コイン <第１次販売>
6月15日（月）より国内予約販売開始
泰星コイン株式会社（本社：東京／社長：岡 政博）は、「2010FIFAワールドカップ南
アフリカ大会TM公式記念コイン＜第１次販売＞」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１５日（月）より開始いたします。このコインは、国際サッカ
ー連盟（FIFA）と2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM組織委員会が承認し、開催
国である南アフリカをはじめとして今大会に協賛する各国が、大会を盛大に祝し、記念す
る活動のひとつとして発行するものです。
前回のドイツ大会同様、開催国以外の国から公式記念コインが発行されることが大きな
特徴です。
■開催国南アフリカのみならず協賛国からも発行
「2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM公式記念コイン」の最大の特徴は、FIFA
ワールドカップTM史上初のアフリカ大陸での開催となり、南アフリカのみならず、協賛す
る各国からも発行されることです。その中から５ヶ国を日本向けに厳選したのがこのコイ
ンプログラムで、今回、第１次販売として＜南アフリカ＞＜フランス＞＜スペイン＞の３
カ国から発行される金貨と銀貨各１種を販売いたします。さらに開催年である来年6月に
は第２次販売として、南アフリカと協賛国２カ国、計３カ国の新たなデザインの金貨と銀
貨を販売する予定となっています。従って５ヶ国から発行される金貨６種と銀貨６種を３
種ずつ２回にわたって販売するコインプログラムです。
■FIFAワールドカップTMの輝かしい歴史を築いてきたフランス、スペイン
第１次販売の内容は＜南アフリカ＞＜フランス＞＜スペイン＞の金貨と銀貨各１種で、
価格は、南アフリカ金貨が７９,８００円、フランス金貨が７９,８００円、スペイン金貨
が７１,４００円(各限定500枚)、金貨３種セットが２３１,０００円(限定1,000セット)、ま
た銀貨３種セットが３７,８００円(限定2,500セット)(いずれも税込価格)で、銀貨はセット
販売のみとなっています。フランス、スペインはいずれも言わずと知れたサッカー強豪国
で、出場12回、開催国としての経験もあり、大会の輝かしい歴史の礎を築いた国々です。
■大会の重みにふさわしい品位と希少性
金貨、銀貨ともに限定発行で、対日割当枚数が金貨各１,５００枚、銀貨各２,５００枚
と大変希少性が高く、また品位も高く、大会の重みと栄誉にふさわしい貴重なコインで
す。キックオフまであと１年。名誉あるピッチに立つための厳しい戦いが各地で繰り広げ
られる中、新たな歴史的瞬間を心待ちにする世界中の人々の期待が膨らんでいます。記念
コインがその思いを一層輝かせてくれることでしょう。
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2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 TM
公式記念コイン <第１次販売>

発売概要
価

格 ■ Ａ．南アフリカ金貨
Ｂ．フランス金貨
Ｃ．スペイン金貨
Ｄ．金貨３種セット（Ａ Ｂ Ｃ）
Ｅ．銀貨３種セット（① ② ③）

７９,８００円 （限定500枚）
７９,８００円 （限定500枚）
７１,４００円 （限定500枚）
２３１,０００円 （限定1,000セット）
３７,８００円 （限定2,500セット）

※いずれも税込み価格です。
※銀貨はセットでの販売のみとなります。
※すべての商品に特製ケースと発行証明書をお付けします。

規格及び発行限度数■
発行国

金
貨

面品 位

重量

直径

状態

発行限度数

対日割当数

南アフリカ

２ランド ９９.９%

フランス

５０ユーロ ９２.０%

８.４５ｇ ２２.００㎜ プルーフ

７,５００枚 １,５００枚

ス ペ イ ン １００ユーロ ９９.９%

６.７５ｇ ２３.００㎜ プルーフ

６,０００枚 １,５００枚

発行国

銀
貨

額

額

面品 位

７.７７ｇ ２２.００㎜ プルーフ １０,０００枚 １,５００枚

重量

直径

状態

発行限度数

対日割当数

南アフリカ

２ランド ９２.５% ３３.６２ｇ ３８.７２㎜ プルーフ ２０,０００枚 ２,５００枚

フランス

１０ユーロ ９０.０% ２２.２０ｇ ３７.００㎜ プルーフ １５,０００枚 ２,５００枚

スペイン

１０ユーロ ９２.５% ２７.００ｇ ４０.００㎜ プルーフ １２,０００枚 ２,５００枚
*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２１年６月１５日（月）全国一斉予約受付開始
発 売 窓 口 ■ 別紙
発行(鋳造） ■ 南アフリカ共和国（南アフリカ造幣局）
フランス共和国（フランス国立造幣局）
スペイン王国（王立スペイン造幣局）
国内発売元 ■ 泰星コイン株式会社

本件に関するお問合せ先
■
「2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM 公式記念コイン」企画（泰星コイン内）
〒104-0032 東京都中央区八丁堀４−９−４ 西野金陵ビル４階
TEL ０３（３２９７）８２２８ 担当／馬場・小野・庄司・本田
FAX０３（３２９７）８２２７ E- :  @   .
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デザインと解説-1

金

貨

Ａ. 南アフリカ

表面

裏面

翼を広げた鷲などが描かれた南アフリ
カの国章を中心にその上部には「南ア
フリカ」の国名、下部には発行年銘が
刻まれています。

ドリブルをしているサッカー選手を中央に描き、その
右に額面、下部に＜2010FIFAワールドカップ南アフ
リカ大会TM＞の文字。円の左側には開催都市であるム
プマランガ州の象徴である動物クードゥー*1とバーバ
ートンデイジー(ガーベラ)の花、右側にはクワズルナ
タール州の象徴である動物ヌー*2とゴクラクチョウ*3
の花が描かれています。

表面

裏面

サッカーコートを背景にシュートを打つ
瞬間、後ろに大きく足を伸ばした選手を
描き、周囲には＜2010FIFAワールドカ
ップ南アフリカ＞の文字とRF(フランス
共和国名の略称）が刻まれています。

サッカーボールに見立てた地球にアフリカ大陸を描き
南アフリカの位置を示しています。大陸中央には南ア
フリカの国花キングプロテア*4と額面、そして地球の
上部に南アフリカの国名、下部に発行年銘が刻まれて
います。

表面

裏面

スペイン国王ファン・カルロス1世の肖
像と発行年銘が刻まれています。

サッカーボール状の地球にアフリカ大陸を描いていま
す。その上部には額面、下部にはスペイン語で＜
2010FIFAワールドカップ南アフリカ＞の文字が刻ま
れています。

B. フランス

C. スペイン

+2!!!ʇĜʡɽĜ
大型のアンテロープで別名アフリ
カ カ モ シ カ。
丘陵の低木地
帯やアフリカ
南 部、東 部 の
開けた林に棲
息する。
肩高 130 ㎝程。

+3!!ʤĜ
ウシとカモシカの特徴を合わせた体
型でウシカモシカの和名がある。ア
フリカ南部に棲息し、食料となる草
原を求め
て何万頭
規模の大
集団で移
動する。

+4!!ʌʇˁʇʙʿɾ
南アフリカに分布し、花は鳥
の頭のような形をしている。
別名ストレリチア・レギーネ。

+5!!ʅˋʈʯ˅ʞɺ
南アフリカの国花。ギリ
シャ神話に登場する海神
プロテウスの名にちなむ。
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デザインと解説-2

銀

貨

Ａ. 南アフリカ

表面

裏面

南アフリカの国章の周りに10の公用語で
書かれた国名＜南アフリカ＞とその中央
には発行年銘が刻まれています。

金貨とアレンジの異なるデザイン。ドリブルをし
ているサッカー選手と額面、大会名を中央に円で
囲み、金貨とは逆に右側にムブマランガ州の象徴
クードゥーとバーバートンデイジーの花、左側に
はクワズルナタール州の象徴であるライオンとゴ
クラクチョウの花が描かれています。

B. フランス

表面

裏面

金貨同様、サッカーコートを背景にシュ
ートを打つ瞬間の躍動的な選手を描き、
周囲には＜2010FIFAワールドカップ南
アフリカ＞の文字とRF（フランス共和
国名の略称）が刻まれています。

表裏面とも金貨と共通のデザインですが、裏面は
額面が異なります。

表面

裏面

金貨同様、スペイン国王ファン・カルロ
ス１世の肖像と発行年銘が刻まれていま
す。

地球に見立てたサッカーボールを投げるゴールキ
ーパーが描かれています。その上部には、スペイ
ン語で＜2010年FIFAワールドカップ南アフリカ
＞の文字と中央に額面が刻印されています。

C. スペイン
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商品の外観

Ａ. 南アフリカ金貨
７９,８００円（税込み）
限定５００枚

B. フランス金貨
７９,８００円（税込み）
限定５００枚

C. スペイン金貨
７１,４００円（税込み）
限定５００枚

D. 金貨３種セット（Ａ Ｂ Ｃ）
２３１,０００円（税込み）
限定１,０００セット

Ｅ. 銀貨３種セット（① ② ③）
３７,８００円（税込み）
限定２,５００セット
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ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）会長
ごあいさつ

FIFAワールドカップサッカー2010TM
南アフリカでの最高の熱戦を胸に！

コインコレクターとサッカーファンの皆様へ

ジョセフ・S・ブラッター

2006年のドイツ大会の余韻を残しながら、今サッカー界は、アフリカ大陸に照準を合わせその日を
心待ちにしています。
世界最大の単一競技スポーツイベントであるFIFAワールドカップTM が、2010年6月11日から7月11
日までの１ヶ月間、その80年の歴史において初めてアフリカ大陸で行われます。
南アフリカ共和国では「KE NAKO（時は来た、アフリカ人として、誇りを持とう）」をモットー
に、世界の強豪32チームを迎えます。
南アフリカが素晴らしい開催国となることを確信するとともに、世界最強の代表チーム間で、手に
汗握る熱戦が繰り広げられることを期待しています。
ドイツでの2006FIFAワールドカップTM で大成功を収めた公式記念コインを受けて、この南アフリ
カ大会においても《2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM 公式記念コイン》が登場いたしま
す。
このコインコレクションは、光り輝く使者として、アフリカのぬくもりと思いやり、そして国際友
好という基本理念を世界中の人々に伝えてくれることでしょう。
大変ご好評をいただいたドイツ大会同様、たちまち売り切れてしまうかもしれません。
この価値ある《2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM 公式記念コイン》をあなたのコレクシ
ョンとして、できるだけ早くお求めいただくことをお勧めする次第です。
敬具

国際サッカー連盟 会長
ジョセフ・S・ ブラッター
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（参考）
2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM について
2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会TMは、ワールドカップ史上初めてアフリカ大陸で開催される大
会です。南半球では1978年アルゼンチン大会以来32年ぶりの開催となります。
史上最多204カ国がエントリーした予選を勝ち抜いた31カ国と開催国南アフリカの計32カ国が出場して、
2010年6月11日に、ヨハネスブルグ（サッカーシティスタジアム）で開幕戦が行われます。その後、9都市
10会場において1ヶ月間熱戦が繰り広げられ、7月11日、開幕戦と同様にヨハネスブルグにおいて決勝戦が
行われ、4年に一度の頂点を極めるチームが決定します。
●大会概要
大会名：201FIFAワールドカップ南アフリカ大会TM
開催日：2010年6月11日(木)〜7月11日(土)
開催国：南アフリカ共和国
●開催都市
ヨハネスブルグ、ダーバン、ケープタウン、プレトリア、ポートエリザベス、
ブルームフォンテーン、ネルスプロイト、ポロクワネ、ラステンバーグ（9都市10会場）

●歴代の優勝国
回

ʍʛʃĜʏʞɻĆʑʗʐɺʸ

ʀ˂ʑĆʩĜʇĆʑʗʐɺʸ

˅ɼʼ˃ĆʨʭʁʉˋĆʑʗʐɺʸ

ʬĜʗĜĆʺʃʨĆʑʗʐɺʸ

ポロクワネ
ラステンバーグ

プレトリア
ネルスプロイト

ʭ˂ĜʑʞɼʠĆʑʗʐɺʸ

ヨハネスブルグ

ʸʴˋʱˁĆʑʗʐɺʸ

ブルームフォンテーン
ダーバン

ケープタウン

ɺʭ˂ʃˋĆ˃ʥʛʍˋʑĆʑʗʐɺʸ

ポートエリザベス

ʥ˃ʕˋĆʶˋʟˁĆʱɼĆʑʗʐɺʸ

˅ʭʗʑĆˌɹĜʑʭɿ˃ʡĆʑʗʐɺʸ

開催国
年

( )は優勝回数

優勝国

1

1930 ウルグアイ

(ウルグアイ)

2

1934 イタリア

(イタリア)

3

1938 フランス

(イタリア(2))

4

1950 ブラジル

(ウルグアイ(2))

5

1954 スイス

(西ドイツ)

6

1958 スウェーデン (ブラジル)

7

1962 チリ

8

1966 イングランド (イングランド)

(ブラジル(2))

9

1970 メキシコ

(ブラジル(3))

10

1974 西ドイツ

(西ドイツ(2))

11

1978 アルゼンチン (アルゼンチン)

12

1982 スペイン

13

1986 メキシコ

(アルゼンチン(2))

14

1990 イタリア

(西ドイツ(3))

15

1994 アメリカ

(ブラジル(4))

16

1998 フランス

(フランス)

17

2002 日本／韓国

(ブラジル(5))

18

2006 ドイツ

(イタリア(4))

19

2010 南アフリカ

20

2014 ブラジル

(イタリア(3))

？

ʅˋʈĆʓˋʎˋʄʋĜʢĆʑʗʐɺʸ
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発売窓口一覧

都市銀行

みずほ銀行、三井住友銀行、埼玉りそな銀行

（3）

地方銀行

足利銀行、阿波銀行、池田銀行、伊予銀行、岩手銀行、大分銀行、
関東つくば銀行、近畿大阪銀行、群馬銀行、山陰合同銀行、四国銀行、
清水銀行、十八銀行、親和銀行、スルガ銀行、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

第二地方銀行

（35）

愛知銀行、愛媛銀行、香川銀行、北日本銀行、高知銀行、札幌銀行、
島根銀行、殖産銀行、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

労働金庫各支店

（15）

全国の労働金庫各支店
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