
（パントン社正規代理店）

株式会社 ユナイテッド・カラー・システムズ

（取扱店）

〒224-0032　横浜市都筑区茅ヶ崎中央45-14 村田ビル7F
TEL:（045）944-1116　FAX:（045）944-1117　URL:http://www.u-c-s.co.jp

Product Information

パントン社の全製品を取り揃えたショ
ップ&ショールームです。各種パントン
色見本帳をはじめ、パントンユニバース
商品、トレンドカラーブック、デザイン
関連書籍等を展示、販売しております。

パントン社とテキスタイル染料製造の世界最大手Clariant クラリアント社との提携による、
PANTONE FASHION+HOME SMART パントン・スマート・カラーシステムは、カラーデザイン
過程での色々な制約をなくし、デザインから生産までの時間を短縮します。このカラーシステムの
染色上での運用については下記までお問い合わせください。

＊日本国内連絡先 ：
クラリアント・ジャパン株式会社
URL http://www.clariant.co.jo
テキスタイル・レザー・ペーパー化学品事業部　テキスタイルグループ
jiro.kunieda@clariant.com

TOKYO OSAKA

パントン カラーリソース P. J www.pj-color.com

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-9-1
 神宮前AK bldg.3F (302)
Phone:03-5771-3300
Fax:03-6383-1910
AM10:30～PM6:30
（土日祝日休み）
●東京メトロ表参道駅
　A2出口より徒歩3分

〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目5-26
 ギャラリービル11F（1102号室）
Phone & Fax:06-6627-9988
AM10:30～PM6:30
（土日祝日休み）
●大阪市営地下鉄谷町線・
　堺筋線「南森町駅」より
　徒歩5分

◆長期間使用したカラーガイドはピグメントや紙の経年変化により、色褪せ退色等がおこり、色合わせの際のトラブルの原因となることがあります。正確なカラーコミュニケーションのため、定期的に新しい見本帳に交換することをお薦めします。
◆パントンでは、印刷、グラフィックデザイン等でお使いいただけるパントンマッチングシステム色見本帳やプラスチック製品の企画、デザインに役立つパントンプラスチックカラーセレクターもございます。詳しくは専用の別カタログをご請求ください。

ご利用に際して

FASHION+HOME
A SMART Color System

The PANTONE Colors may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. PANTONE® and other Pantone LLC trademarks are the property of Pantone LLC. All other 
trademarks are the property of their respective owners. Mac is a trademark of Apple Inc. Adobe, Illustrator and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 
countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Any omission of such marks from any product is regretted and is not intended as an 
infringement on such trademarks. Pantone LLC is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. Portions © Pantone LLC, 2009. All rights reserved.

Inspiration Acceleration
ファッション、インテリア、建築業界向けのグローバル・カラースタンダード
として世界中のクリエイターのカラーリファレンスとして普及、定着している
ファッション&ホーム・カラーシステム
その色再現においても、Clariant 社とのパートナーシップによるスマート
（SMART）カラーシステムで確実でスムーズなワークフローを可能にしています。

パントン・ビュー・カラープランナー
PANTONE VIEW Colour Planner

● メンズ、ウイメンズ、コスメティクス、インテリ
ア、インダストリアルの分野を対象に、カラー
トレンドとそれに関連した幅広いビジュアル
情報を収録したフォーキャストブックで、特
定のエリアにとらわれないグローバルに通
用する情報を提供します。
● 年2回発行（S/S、A/W）、各シーズン毎ま
たは年間一括購読でお求めいただけます。

プラスチックセレクター
plastic selector  2009-008

● ファッション+ホームカラーシステムに新アイ
テム、ファッション+ホーム・プラスチックセレ
クターが追加となりました。これは言わばファ
ッション+ホーム色見本帳のプラスチック版と
も言えるもので、システムの中から最もポピュ
ラーな色330色を選びプラスチックチップの
形でバインダー1冊に収録したものです。尚、
チップおよびバインダーの形状は既存のプラ
スチックカラーセレクターと同様です。

パントン・ビューホーム＆インテリア
PANTONE VIEW home + interiors

● ホームファニシング、インテリア市場に焦点
を絞ったトレンドカラーとその解説を収録
したフォーキャストブックでカラーは布製
のスワッチを用いて表示されています。

●カラーを印刷で表現する際に便利な
CMYKの参考値も表示されています。

● 年1回発行

パントンカラーキュー2.1
PANTONE Color Cue®2.1  GEB103

● 携帯型の簡易測色器パントンカラーキュー2.1には、
PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE 
for fashion and home color systemのライブラ
リがプリインストールされています。

● カラーサンプルに当てクリックするだけで、最も近
似したパントンカラーをそれぞれのライブラリか
ら検索、表示し、それに付随したCMYK、sRGB、
HTML、L★a★b★値等を確認いただけます。
●キャリングケース付き
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スマートカラースワッチカード  SWCD TCX

● コットン100％の生地に染色した全1,925色のスワッチがポータブルなハードケ
ースの中の取り外し可能な2段のトレイにカラーファミリー毎に収容されています。

●  個々のスワッチは、スマートスワッチカードを縦に4分割したサイズ
（2.5cm×10cm、二つ折りサイズ）で、上部を台紙で止めた短冊形になっています。
● リングでひとまとめにした35色は他のコットン版見本帳の各ページに収録され
ている35色と一致しており、また、そのページ番号も表示されているので、相互
に参照し易くなっています。

● セットには選択したスワッチをまとめる追加のリングが5個ついています。

cotton swatch setコットンスワッチセット

● 約20cm×10cmのコットンスワッチを二つ折りにして片端を台紙で止めた作りで
全1,925色個別に揃っています。（二つ折りサイズ：約10cm×10cm）

● 台紙の4カ所に色番号（末尾に符号TCX）、色名が表示されており、カットして複
数で色を共有する際に便利です。

● スワッチが従来の倍のサイズになって視認性が増し、機器での評価も容易になっ
ています。

● 台紙に貼り付けていないため、肌や他の素材との色合わせが容易です。

SMART color swatch cardスマートカラースワッチカード

● 全1,925色のコットンの色見本を取り外し可能な縦長のシートに7色ずつマウン
トして1ページあたり35色収録したバインダー2冊からなる色見本帳です。

● スマートスワッチ同様、ループ状に2重になっている各色見本の大きさは約
1.90cm×2.22cmです。

cotton selectorコットンセレクター

● スマートスワッチと同形状で1/4サイズ（5cm×5cm）のスワッチ全1,925色を3
冊一組のバインダーに収録した究極のデザインツールといえる色見本帳です。

● 個々のスワッチはバインダーから取り外し可能で色の組み合わせ等を検討する
際に大変便利になっており、カラーファミリー毎に収録されています。

cotton swatch filesコットンスワッチファイル
● カラーガイドと同じ色の配列で色指定に便利な切り取れるカラーチップが全色
一冊のバインダーに収録された色見本帳で、1ページに7色、各色6枚のカラー
チップが付いています。

● チップを使い切った時のために、補充用の差し替えページも購入可能です。

● スペシファイヤーとガイドのお得なセットです。

color specifier - paperカラースペシファイヤー／ペーパー

● 携帯しやすい扇形に開けるこのガイドには、見やすく系統別に配列された1,925
色のテキスタイルカラーが収録されています。

● コットン版同様、全ての色に色番号、色名が表示されていますが、末尾の符号が
区別するためTPXとなっています。

color guide - paperカラーガイド／ペーパー

● 従来のカラーチューザーが改良され、収録されるデジタルカラーパレットは全て
コットンスワッチのナンバー（TCX）に対応しています。

● パントンファッション+ホームカラーシステムのペーパー版とコットン版の全色の
データを収録したCDです。

● 各種デザイン用ソフトウェアと併せてご利用いただけます。
Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Macromedia FreeHand, 
QuarkXPress, Microsoft PowerPoint等。

● 利用環境：Macintosh OS X及びMicrosoft Windows98, 2000, ME, XP, Vista

digital color library - CDデジタルカラーライブラリーCD

● 出張など外部での打ち合わせにも楽に携帯できるコンパクトな色見本帳です。
 （サイズはバイブルサイズのシステム手帳とほぼ同等）
● 約1.0cm×1.5cmのコットンの全1,925色のカラーチップが台紙に貼られ収録さ
れており、アコーディオン式に開いて見る事が可能で素早く色確認が可能です。

cotton passportコットンパスポート

● 従来のカラーセレクター/コットンと同じ仕様で全1,925色の100％コットンの
カラーチップを台紙に貼り一冊のバインダーに収録した便利な色見本帳です。

● スマートカラースワッチカードのセレクターとしてもたいへん便利にお使いいた
だけます。

cotton plannerコットンプランナー
コットンスワッチセット  FFC106 Cotton

Products

コットンセレクター  FFC102 Cotton
Products

コットンスワッチファイル  FFC103 Cotton
Products

Cotton
Products コットンプランナー  FFC105

コットンパスポート  FFC104 Cotton
Products

Cotton
Products

カラーガイド／ペーパー  FGP100 Paper
Products

カラースペシファイヤー／ペーパー  FBP100 Paper
Products

カラースペシファイヤー＆ガイド／ペーパー
color specifier and guide - paper  FPP100

Paper
Products

● ファッション+ホームのカラーガイドとデジタルカラーライブラリー（CD）のお得なセットです。

デジタルカラーライブラリーキット
digital color library kit  FPX101

Paper
Products

デジタルカラーライブラリー  FSX101 Paper
Products
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チップおよびバインダーの形状は既存のプラ
スチックカラーセレクターと同様です。

パントン・ビューホーム＆インテリア
PANTONE VIEW home + interiors

● ホームファニシング、インテリア市場に焦点
を絞ったトレンドカラーとその解説を収録
したフォーキャストブックでカラーは布製
のスワッチを用いて表示されています。

●カラーを印刷で表現する際に便利な
CMYKの参考値も表示されています。

● 年1回発行

パントンカラーキュー2.1
PANTONE Color Cue®2.1  GEB103

● 携帯型の簡易測色器パントンカラーキュー2.1には、
PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE 
for fashion and home color systemのライブラ
リがプリインストールされています。

● カラーサンプルに当てクリックするだけで、最も近
似したパントンカラーをそれぞれのライブラリか
ら検索、表示し、それに付随したCMYK、sRGB、
HTML、L★a★b★値等を確認いただけます。
●キャリングケース付き


