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２０２０年１０月７日 

株式会社  山梨中央銀行 

 

「丑
うし

年
どし

牛図
う し ず

記念コイン」の予約販売受付開始 

 

 株式会社山梨中央銀行（頭取 関 光良）は、2020 年 10 月 12 日（月）から「丑年牛図記念コイン」の予

約販売を受け付けます。 

  

 本コインは、2021年の干支である丑年を記念して、英国王立造幣局、カナダ王室造幣局、フランス国立

造幣局、シンガポール造幣局、オーストラリア・パース造幣局が鋳造し、英国、カナダ、フランス共和国、

ブータン王国、オーストラリア連邦が発行するものです。 

 近年、十二支をテーマにしたコインは、アジア各国だけでなく世界中の造幣局からも発行されており、

コインコレクターの間でも人気の高いものとなっております。 

 今回は、各国の個性やこだわりがうかがえる上質なデザインがあしらわれた「ポンド」、「カナダドル」、

「ユーロ」、「ニュルタム」、「オーストラリアドル」の金貨および銀貨を販売いたします。 

 当行は、今後とも、お客さまにより一層ご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。 

 

記 

 

予約申込受付期間 

2020年 10月 12日（月）～ 2020年 10月 30日（金） 

※コインは限定発行のため、売り切れの際は上記期間内であってもお申込みの受付を 

 終了することがございます。 

価格、規格および 

デ ザ イ ン 等         
別添資料をご参照ください。 

お引渡し予定時期 2020年 12月上旬 

取 扱 店         
当行本・支店 

※ライフスクエア甲府支店・インターネット富士山支店は除きます。 

委託売買契約先         泰星コイン株式会社（国内販売代理店） 

※ 本コインは、値上がりを期待するような投資目的を持つものではありません。 

※ 当行では、記念コインの買取りは承っておりません。 

 

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ 

  山梨中銀ダイレクトマーケティングセンター 

  【電  話】０１２０－
ふ   れ   あ   い   ハ   ロ   ー   に

２０１８６２ （照会コード：9） 

  【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:00 

          （ただし、祝日・12/31～1/3は除きます。） 

 

   

以  上 
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丑年牛図記念コイン販売概要 
 

＜販売価格＞ 

Ａ．100ポンド金貨           550,000円 （限定 600枚） 

Ｂ．150カナダドル金貨         154,000円 （限定 500枚） 

Ｃ．50ユーロ金貨            143,000円 （限定 500枚） 

Ｄ．1000ニュルタムカラー金貨      143,000円 （限定 400枚） 

Ｅ．100豪ドル金貨           528,000円 （限定 500枚） 

Ｆ．25豪ドル金貨            143,000円 （限定 500枚） 

Ｇ．30豪ドルカラー銀貨         242,000円 （限定 350枚） 

Ｈ．銀貨 5種セット                    66,000円 （限定 1,000セット） 

※いずれも税込価格です。 

※すべて特製ケースと発行証明書を添付します。 

※「Ｈ.銀貨 5種セット」はセット販売のみであり、単品での販売はいたしかねます。 

 

＜規格および発行限度数＞ 

 発行国 額 面 品 位 総 重 量 直 径 状態 
発 行 

限度数 

対 日 

割当数 

金 
  
貨 

英国 100ポンド 99.99% 31.210g 32.69㎜ プルーフ   898枚 600枚 

カナダ 150カナダドル 75.00% 11.840g 28.00㎜ プルーフ 1,500枚 500枚 

フランス 50ユーロ 99.90%  7.780g 22.00㎜ プルーフ   888枚 500枚 

ブータン 1000ニュルタム 99.99%  7.776g 21.96㎜ プルーフ 2,000枚 400枚 

オースト 

ラリア 

100豪ドル 99.99% 31.107g 32.60㎜ プルーフ 2,500枚 500枚 

25豪ドル 99.99%  7.777g 20.60㎜ プルーフ 5,000枚 500枚 

銀 
 
貨 

英国 2ポンド 99.90%   31.210g  38.61㎜ プルーフ  3,998枚 1,000枚 

カナダ 15カナダドル 99.99%   31.390g  38.00㎜ プルーフ 15,888枚 1,000枚 

フランス 10ユーロ 99.90%   22.200g  37.00㎜ プルーフ  3,000枚 1,000枚 

ブータン 500ニュルタム 99.90%   31.100g  40.70㎜ プルーフ 10,000枚 1,000枚 

オースト 

ラリア 

30豪ドル 99.99% 1000.100g 100.90㎜ 未使用  2,000 枚   350枚 

１豪ドル 99.99%   31.107g  40.90㎜ プルーフ  7,500 枚 1,000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のことです。 

 

 発  行  国 ■ 英国（鋳造：英国王立造幣局） 

         カナダ（鋳造：カナダ王室造幣局） 

         フランス共和国（鋳造：フランス国立造幣局） 

         ブータン王国（鋳造：シンガポール造幣局） 

オーストラリア連邦（鋳造：オーストラリア・パース造幣局） 

 国内販売元 ■ 泰星コイン株式会社 

（別添） 
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商品の一覧

Ａ.１００ポンド金貨
５５０,０００円
限定６００枚

品位：99.99% 重量：31.210ｇ 直径：32.69 ㎜ 状態：プルーフ

Ｂ.１５０カナダドル金貨
１５４,０００円
限定５００枚

品位：75.00% 重量：11.840g 直径：28.00㎜ 状態：プルーフ

Ｃ.５０ユーロ金貨
１４３,０００円
限定５００枚

品位：99.90% 重量：7.780g 直径：22.00㎜ 状態：プルーフ

Ｄ.１０００ニュルタムカラー金貨
１４３,０００円
限定４００枚

品位：99.99% 重量：7.776g 直径：21.96㎜ 状態：プルーフ
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Ｅ.１００豪ドル金貨
５２８,０００円
限定５００枚

品位：99.99% 重量：31.107ｇ 直径：32.60㎜

状態：プルーフ

Ｆ.２５豪ドル金貨
１４３,０００円
限定５００枚

品位：99.99% 重量：7.777g 直径：20.60㎜

状態：プルーフ

Ｇ.３０豪ドルカラー銀貨
２４２,０００円
限定３５０枚

品位：99.99% 重量：1000.100g 直径：100.90㎜ 状態：未使用

Ｈ.銀貨５種セット
６６,０００円
限定１,０００セット

①２ポンド銀貨 ②1５カナダドル銀貨 ③１０ユーロ銀貨

④５００ニュルタムカラー銀貨 ⑤１豪ドルカラー銀貨
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デザインと解説

１００ポンド金貨
(英国)

１５０カナダドル金貨
(カナダ)

５０ユーロ金貨
(フランス)

表面

英国発行のすべてのポンド硬貨に共通の女王エリザベス２世

の肖像が描かれています。２０１５年から採用されている５番

目のデザインは、アーティストのジョディ・クラーク氏によるもの

で、穏やかな微笑をたたえた表情が特徴的です。額面のほか

イギリス君主の称号である「D.G.REG.F.D」が刻まれています。

裏面

１１００年以上の歴史を有する英国王立造幣局によるクラフト

マンシップと最新の鋳造技術によって繊細かつ立体的に表

現された、草原で草を食む牛の姿が大きく描かれています。

漢字の「牛」と英語で「YEAR OF THE OX」と刻まれ、西洋と

東洋の文化が融合したデザインとなっています。

表面

カナダ発行の硬貨に共通の女王エリザベス２世の気品溢れる

肖像が描かれています。「D.G.REGINA」はラテン語で「神の

恩寵による女王」を意味します。

裏面

幸運を象徴する波模様が背景に描かれ、その中央を大きな

角の牛が駆け抜ける躍動的な姿を描いています。牛には渦

巻きの毛並みが描かれており、これは「幸運を巻き取る」という

願いが込められています。デザインを手がけたのは、カナダ

人アーティストのアリーズ・チェン氏。

裏面

中国の伝統的な寺院の扉が右上に円形で描かれ、それを扇

状に取り囲むように十二支の動物たちが精緻な彫刻技術でラ

ンダムかつ重層的に描かれています。周りには年号（２０１８年

～２０２９年）や、フランス語で「CALENDRIER CHINOIS」(中国

暦)と刻まれています。

表面

正面から見た牛が輪の中から前半身を乗り出している動きの

ある構図。輪の中には十二支の動物や植物のモチーフが微

細な彫刻で描かれ、中国の書道家・趙長青氏による「牛」の文

字やフランス語で「ANNÉE DU BOEUF」(丑年)と刻まれていま

す。フランス国立造幣局ならではの芸術性の高いデザイン。
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デザインと解説

１０００ニュルタムカラー金貨
(ブータン)

１００豪ドル金貨
※２５豪ドル金貨も同様

(オーストラリア)

３０豪ドルカラー銀貨

表面

ヒマラヤ山脈に囲まれた大自然の動植物や雲と、活発に動き

回る牛をグラフィカルに表現したデザイン。周りには英語で

「YEAR OF THE OX」、額面などが刻まれています。“幸せの

国”として知られるブータン王国の神秘的な魅力を美しいコイ

ンの輝きとともに堪能することができます。

裏面

同国の玄関口で、唯一の国際空港があるパロ市の名所「パロ

の谷」が描かれています。中央を流れる河川やそれを取り囲

む集落や山々を鮮やかなカラーで表現。周りには雲のモチー

フや「KINGDOM OF BHUTAN」と刻印されています。

表面

オーストラリア発行の硬貨に共通の女王エリザベス２世の肖像

が描かれています。２０１９年から採用されている６番目のデザ

インは、アーティストのジョディ・クラーク氏によるもので、穏や

かな微笑をたたえた表情が特徴的です。コインの重量や純

度、額面なども刻まれています。

裏面

右前足を上げ振り向いた瞬間の雄牛の躍動的な姿が、緻密

な凹凸表現で描かれています。周囲には竹や笹といった東

洋的なモチーフや、漢字で大きく「牛」、英語で「OX2021」、パ

ース造幣局のシンボル「Ｐ」も刻印されています。

愛らしい親子の牛の姿が鮮やかなカラーで大

きく描かれ、周りには梅の木や里山の風景が

コラージュされています。漢字で大きく「牛」、

英語で「OX2021」、パース造幣局のシンボル

「Ｐ」も刻印されています。直径約１００㎜（５００

円玉硬貨の約３.７７倍）、重さ約１kg（同約１４３

倍）、厚さ１４.５㎜の圧倒的な存在感とともに

お楽しみいただけます。

※表面は上記金貨と同じデザイン

裏面

３０豪ドル銀貨

紹介動画
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銀貨５種セット デザインと解説
※コインの反対面は金貨と共通のデザイン

２ポンド銀貨 １５カナダドル銀貨
(英国) (カナダ)

１０ユーロ銀貨 ５００ニュルタムカラー銀貨
(フランス) (ブータン)

１豪ドルカラー銀貨
(オーストラリア)

裏面

※金貨の説明をご参照ください

裏面

※金貨の説明をご参照ください

表面

※金貨の説明をご参照ください

表面

※金貨の説明をご参照ください

裏面

※３０豪ドルカラー銀貨の説明をご参照ください


