


天皇陛下御即位記念貨幣及び令和元年銘通常貨幣打初め式

天皇陛下御即位記念貨幣の抽選会開催

令和元年７月１１日（木）に麻生副総理兼財務大臣並びに関係者の方々
をお招きして、天皇陛下御即位記念貨幣及び令和元年銘通常貨幣（五百
円、百円）の打初め式を行いました。

申込数量が販売数量を上回りましたので、令和元年８月９日（金）に 
抽選会を開催しました。

打初め式終了後、麻生副総理兼財務大臣は、造幣局の工場等を視察され
ました。製品を手に取りながら職員の説明に真摯に耳を傾け、いくつか
質問も投げかけられました。

写真左二人目から、
うえの　賢一郎　様：財務副大臣
麻　生　太　郎　様：副総理兼財務大臣
伊　佐　進　一　様：財務大臣政務官
西　村　泰　彦　様：宮内庁次長　

抽選者
　栄原　永遠男　様：大阪歴史博物館館長

天皇陛下御即位記念貨幣

一万円金貨幣 五百円バイカラー・クラッド貨幣
令和元年銘通常貨幣

五百円ニッケル黄銅貨幣 百円白銅貨幣

打初め式で打初められた貨幣

天皇陛下御即位
記念プルーフ貨幣

一万円金貨幣単体セット
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東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣
（第三次発行分）

2020 年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競
技大会を記念する貨幣が、大会開催直前までに、4 回に分けて 37 種類発
行されることとなっており、その第三次発行分として、一万円金貨幣（1 種
類）、千円銀貨幣（4 種類）及び百円クラッド貨幣（5 種類）の計 10 種類
の図柄が次のとおり決定されました。

（出典：財務省ホームページ）

競技
大会名 東京オリンピック競技大会

貨幣の
種類 一万円金貨幣 千円銀貨幣 百円クラッド貨幣

図柄
（表面）

「勝利」（野見宿禰像）と「栄光」
（ギリシャの女神像）と「心技体」

体操  アーチェリー

ーーー

柔道 カヌー

ーーー

卓球 自転車競技

競技
大会名 東京パラリンピック競技大会

貨幣の
種類 一万円金貨幣 千円銀貨幣 百円クラッド貨幣

図柄
（表面）

（第三次発行分
では発行せず）

車いすテニス  アーチェリー

ーーー ーーー

陸上競技

図柄
（裏面）

※百円ク
ラッド貨幣
は共通裏面

ーーー

東京 2020 パラリンピック
競技大会エンブレムと

ソメイヨシノとイチョウの葉

東京 2020 パラリンピック
競技大会エンブレム

図柄
（裏面）
※千円銀貨
幣、百円ク
ラッド貨幣
は共通裏面

東京 2020 オリンピック
競技大会エンブレム

東京 2020 オリンピック
競技大会エンブレムと

ソメイヨシノとイチョウの葉

 東京 2020 オリンピック
競技大会エンブレム
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東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣
（第四次発行分）の五百円貨幣の図柄（表面）に係る投票結果
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣の第四次発
行分として、五百円貨幣 2 種類を発行することが決定されました。その
貨幣の図柄（表面）は、大会のより一層の機運醸成を図る観点から、我
が国初の試みとして投票により図柄を決定することとなり、先日、財務
省の Twitter 等で投票が実施されました。その結果、以下の図柄 A 案～
C 案のうち、最も投票が多かった A 案 「風神雷神図屏風」が五百円貨幣
の図柄（表面）として採用されることになりました。
この記念貨幣は、令和２年７月頃に全国の取扱金融機関にて引換えが行
われる予定です。なお、引換開始日等は財務省から令和２年６月頃に発
表される予定です。

（注 1） 一万円金貨幣及び千円銀貨幣は、素材に貴金属を使用し特殊な技術を用いて製造されること
から、貨幣の製造等に要する費用が額面価格を上回る、プレミアム型の記念貨幣です。

（注 2） 千円銀貨幣の潜像については、東京オリンピックを記念する貨幣と東京パラリンピックを記
念する貨幣とで見え方が異なります。

（注 3） 百円クラッド貨幣の側面の斜めギザについては、手で触れることによって、東京オリンピッ
クを記念する貨幣と東京パラリンピックを記念する貨幣を識別できるよう、東京オリンピッ
クを記念する貨幣についてはギザの間隔を狭く、東京パラリンピックを記念する貨幣につい
てはギザの間隔を広くしています。

（注 4） 一万円金貨幣及び千円銀貨幣は、造幣局からの通信販売となります。百円クラッド貨幣は、
取扱金融機関の窓口において額面価格により引換えを行います。引換開始日等は財務省から
令和元年 12 月頃発表予定です。

（注 5）  一万円金貨幣及び千円銀貨幣の販売価格（税込）は、令和 2 年 3 月以降の商品発送となるため、
令和元年 10 月 1 日からの消費税率引上げに伴う価格としています。

（注 6） 千円銀貨幣裏面の年銘について、表面図柄が「体操」及び「柔道」は『令和元年』、「卓球」及び「車
いすテニス」は『令和 2 年』となる予定です。

〈各貨幣の概要〉

◎投票結果は以下のとおりです。　

（注）投票総数 66,318 票のうち、無効票は 73 票。

A 案 B 案 C 案 総数

28,741 票 16,451 票 21,053 票 66,318 票

（出典：財務省ホームページ）

貨幣の種類 一万円金貨幣 千円銀貨幣 百円クラッド貨幣

額面 一万円 千円 百円

素材 金 銀 白銅及び銅

品位 純金 純銀 銅 87.5％、
ニッケル 12.5％

量目 15.6 グラム 31.1 グラム 4.8 グラム

直径 26 ミリメートル 40 ミリメートル 22.6 ミリメートル

彩色 ーーー

東京オリンピッ
ク競技大会

東京パラリン
ピック競技大会

ーーー白色、黒色、
青色、青紫色、
赤色、黄色及び

緑色

白色、青色、
青紫色、赤色 

及び緑色

その他の特徴 斜めギザ等 斜めギザ、潜像 等 斜めギザ等

発行枚数 4 万枚 各 10 万枚 各 394.8 万枚

申込予定時期
（商品発送予定時期）

令和元年 11 月 1 日（金）から 3 週間程度
（令和 2 年 3 月頃から） ーーー

引換予定時期 ーーー 令和 2 年 1 月頃

販売価格（税込） 122,223 円 9,676 円 ーーー
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