
 

 
 
 

 

【お問い合わせ先】  愛媛銀行 企画広報部   TEL 089（933）1111 

 

                               2022年 6月 15日 

各  位 

 

 

「FIFAワールドカップカタール 2022」公式記念コインの 

取扱いを開始します！ 

～6月 20日（月）より最終予約販売開始～ 

 

当行（頭取 西川義教）は、「FIFA ワールドカップカタール 2022」公式記念コインの最終予約販

売（取次販売）を開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 

本記念コインは、FIFA 承認の公式コインとして開催国カタールが発行し、700 年以上の歴史と

芸術性で定評のある国立ベルリン造幣局（ドイツ）が鋳造するものです。繊細なアートワークを取

り入れた、スポーツの躍動と緻密な表現を融合したデザインとなっています。 

 

                         記 
１． 販売予約受付期間 

2022年 6月 20日(月)～2022年 7月 8日（金） 

  

２．取扱店舗 

全店（ローンセンター、四国八十八カ所支店は除きます。） 

 

３．取扱種類および販売価格   

種類 販売価格（税込） 

100 リヤル スタジアム金貨 2,970,000円 

50 リヤル トロフィー金貨 660,000円 

10 リヤル プレー金貨 165,000円 

10 リヤル タレント金貨 165,000円 

10 リヤル ヴィクトリー金貨 165,000円 

金貨 3種セット 495,000円 

銀貨 4種セット 66,000円 

４．販売元 

  泰星コイン株式会社 

５．現品のお引渡し 

  2022年 8月 23日(火)予定 

６．その他 

  数量限定のため、予約受付期間中であっても発行限度数に達した時点で受付を終了いたします。 

以上 

 

左側:100リヤルスタジアム金貨 / 右側：5リヤルゴール銀貨 



今回の記念コインでは、目を見張るような
存在感を誇る5オンスコインをラインナップ。
世界的にも発行枚数が限られており、
希少価値の非常に高い1枚です。

8つのスタジアムをデザインしたFIFA公式アートワーク「スタジアム
タイル」を、コイン中央のボールを囲うように配置。さらにその周りに
はアラビア風の星が緻密に描かれています。コイン上部にはアラビア
語で大会名を、コイン下部にはアラビア語と英語で額面を刻印。随所
に細かい仕事がなされており、見る人を飽きさせません。
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額　面 品　位 重　量 直　径 発行限度数 対日割当数状　態発行国
〈規 格〉

A  100リヤル 99.99% 155.55g 65mm プルーフ 99枚カタール金貨 70枚
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キリトリセン

受付店　愛媛銀行                            支店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2022年　　月　　日

お名前　　　　　　　　 　　　　　　　　      様
記念コインのお引き渡しは8月23日頃の予定となっております。
代金はお引き渡しの際にお支払ください。到着次第ご連絡をさしあげますの
で、本控えをご持参のうえ、ご来店ください。

購入引換券  （お客様控え）

お
　
申
　
込
　
者

  ご住所　〒

  電話番号　　　　　　　(　　　　　　)
  フリガナ

  お名前

                                                                               年　　　月　　　日生

  当行とのお取引　□ 有 （支店名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□ 無

コインの図柄、サイズ等については、リーフレットに
ほぼ実物大の写真を掲載しますのでご参照ください。

支店名

検印 係印

銀行使用欄

私は標記の記念コインを購入したく、下記のとおり申し込みます。
申込みにあたり愛媛銀行がお客様にご記入いただいた事項（情報）を以下のとおり取扱う
ことについて同意します。
①本件記念コインの販売手続及び今後の記念コイン販売時におけるお客様への情報提供
のため利用すること。②お申し込みの数量の集計のため国内発売元である泰星コイン
へ情報提供すること。　　　　　　　　　　　　　  記

株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2022年　　 月 　　日

ホームページ https://www.himegin.co.jp/
受付時間/9：00～17：00（月曜～金曜/祝日除く）

お問い合わせフリーダイヤル

0120-22-0576

お取扱期間／2022年6月20日（月）～7月8日（金）

お申込みは、お近くの　　　　　へ。

■記念コインの取扱いを何で知りましたか
　□新聞広告                □店頭ポスター　     □店頭パンフレット
　□当行行員のご案内     □当行HP・LINE     □その他（　　　　　  ）

円ご購入金額合計（税込み）

種　類

申込数

A B C D E F G
担当受付印

FIFAワールドカップ カタール2022
公式記念コイン 最終予約販売

100リヤル スタジアム金貨
50リヤル トロフィー金貨
10リヤル プレー金貨
10リヤル タレント金貨
10リヤル ヴィクトリー金貨
金貨3種セット C D E

銀貨4種セット ①②③④

2,970,000円
660,000円
165,000円
165,000円
165,000円
495,000円
66,000円
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G

品　　　名 価格（税込み） 申込数 購入代金（税込み）

合　　　　計



開催地

首都：ドーハ
人口：約280万人（2020年６月）
面積：11,427km²（秋田県よりやや狭い面積）
言語：アラビア語
主要産業：原油・天然ガス

ドーハ
　  アル サマーマ スタジアム
　  ラス アブ アブード スタジアム

ルサイル シティ
　  ルサイル スタジアム

アル ワクラ
    アル ジャノブ スタジアム

アル ホール
　  アル ベイト スタジアム

カタール

アル ライヤーン
　  ハリーファ インターナショナル スタジアム
　  エデュケーション シティ スタジアム
　  アフメド ビン アリー スタジアム

開幕戦の舞台

決勝戦の舞台

Gold Coins
品格溢れる芸術的な輝き。

Silver Coins
繊細かつクールな煌めき。

4年に1度、全世界待望のスポーツイベント
「FIFAワールドカップ カタール2022」がついに幕を開けます。
中東初開催となる「カタール」の地に、
各国のトッププレイヤーが集結します。

今回の「最終予約販売」では、
大会の大きさを象徴するかのような5オンス金貨を発行。
さらに公式アートワークを巧みに使った、
スタイリッシュなコインが勢ぞろいしました。

グループリーグから決勝まで、目が離せない激闘ばかり。
輝くコインをかたわらに、白熱のゲームに熱狂しませんか。

ゲームの迫力、カタールの魅力、

どちらも味わえる記念コイン。

運命のホイッスルが、

いま鳴り響く。

2022.11.21   12.18

FIFA
ワールドカップ
開催期間

金貨・銀貨共通表面デザイン
中央に描かれているのはカタールの国章。二本の交差した刀
（シミター）の上に海と船、ヤシが生える島が浮かんでいます。
その周りを帯で円形に囲み、国旗の柄で上下半分に分けられ
ています。上にはアラビア語、下には英語で国名を刻印。さら
にコイン上部には大会公式エンブレムを、下部には重量、品位、
発行年が刻まれています。

コイン中央には優勝国のみ手にするこ
とができる「FIFAワールドカップトロフ
ィー」を描写。トロフィーは伝統的なア
ラビア風の星に囲まれた窓枠の中に置
かれています。上部にはアラビア語で
「FIFAワールドカップカタール2022」、
下部にはアラビア語と英語で額面が刻
まれています。

「カシーダ」で描かれた「Victory」に囲
まれるように、オーバーヘッドキックを放
つ選手を中央に描写。その背景には砂丘
やカタールの首都「ドーハ」の街並みな
どが描かれています。左右にはアラベス
クと呼ばれるアラビア模様をデザイン。

公式アートワーク「カシーダ」で描かれた
「Play」に囲まれるように、シュートを放
つ選手を中央に描写。その背景には海に
囲まれた国土を象徴する水や、決勝戦の
舞台となる「ルサイル スタジアム」が描
かれています。

「カシーダ」で描かれた「Talent」に囲ま
れるように、ボールを巧みに蹴り上げる
選手を中央に描写。その背景にはカター
ルの国土を覆う砂丘や、巨大なサッカー
ボールが描かれています。左部のギザギ
ザした模様はカタール国旗をイメージ。

C D E金貨3種セット

495,000円税込

限定400セット

F

1 2 3 4銀貨4種セット

66,000円税込

限定1,200セット

G

額　面 品　位 重　量 直　径 発行限度数 対日割当数

10リヤル 99.99％ 7.78g 20mm

状　態

プルーフ 各5,000枚 各600枚

発行国
50リヤル 99.99% 31.10g 37mm プルーフ 1,000枚

カタール
450枚

5リヤル 99.9% 31.10g 37mm プルーフ 各18,888枚カタール

金貨

〈規 格〉

銀貨 各1,200枚

C・D・E
B

1・2・3・4

● 各商品すべてに特製ケースと発行証明書を付けてお渡しします。
● プルーフとは、観賞用に美しく磨かれた鏡面仕上げのことです。
● コインの写真は、ケース入り写真以外はほぼ実物大です。
● 数量限定のため、取扱期間中であっても限定数に達した時点で、販売を締め切らせていただきます。
●金地金型金貨は金現物相場に連動して価格が変動しますが、記念コインはあくまで
　コレクションであり、キャピタルゲインを目的とするような投資対象ではありません。
● 銀行など、金融機関の窓口では買い取りはいたしておりません。

50リヤル トロフィー金貨
限定450枚B

660,000円税込

10リヤル ヴィクトリー金貨

165,000円税込

限定200枚E

10リヤル プレー金貨

165,000円税込

限定200枚C

10リヤル タレント金貨

165,000円税込

限定200枚D
裏面

裏面

裏面

裏面

「Victory」の公式アートワークの中に、カ
ラーで「FIFAワールドカップトロフィー」
をデザイン。右下には「エデュケーション 
シティ スタジアム」のスタジアムタイルを
描写しています。

ヴィクトリー銀貨
1

「Global」の公式アートワークの中に、本
大会が世界をつなぐイベントになることを
表現した地球儀をカタール国旗のカラー
でデザイン。右下には「アル サマーマ ス
タジアム」のスタジアムタイルを描写。

グローバル銀貨
2

裏面

「Goal」の公式アートワークの中に、ボレー
シュートを放つ選手を躍動的に描写。その
周りには、アラビア書道による文字を芸術
的にデザイン。右下には「アル ジャノブ ス
タジアム」のスタジアムタイルを描写。

ゴール銀貨
3

セレブレイト銀貨
4

裏面

裏面

裏面

「Celebrate」の公式アートワークの中に、
勝利を掴み歓喜する選手を描写。その周り
を、アラビア書道による文字が取り囲んで
います。右下には「ルサイル スタジアム」
のスタジアムタイルを描写。


