Product Information

A new workflow that’s simply SMART.
パントンの新しいスマート・カラースワッチカードは、
デザインの過程でいろいろな制約をなくし、色の再現に要する時間を短縮しま
す。Clariant 社とのパートナーシップによりできたパントン・スマート・カラーシステムは、一貫した技術的にも信頼できる完壁な色
再現をより早く、容易なものにします。パントンが提供する様々なソリューションと新スマート・スワッチカードをもとにしたデザイン・
ワークフロー、
それが SMARTです。

1.

inspire

2.

decide

今日世界で至る所にあるインスピレーション。そのアイディアを具現化するのはとて

たとえいかなる素材を扱う場合でも、色選択

も難しい事です。カラーは今日商品開発において最も重要な要素の一つで、適切

でニーズに合ったものが揃っています。

なものにする事がどんな商品でも成功の鍵となります。正しいツ

ホーム・テキスタイル、アパレルの開発に適し

ールでその作 業をスタートさせる事で夢を
現実にするクリエイティヴな想像力
を完全な状態で保つ事をできます。

NEW SMART color swatch card

た新スマート・スワッチカードもしくはアク
セサリー、ホームファニシングに適した
ペーパーチップの何れか適切なフォー
マットをお選びいただけます。
®

3.

designate

4.

色を正確に出すということ、
それは必要条件です。

correspond
digitally

色の開発スケジュールを管理す

クラリアント社との技術提携により、世界中どこ

ることはとても重要な事です。パ

の生産現場でもオンラインで色合わせのための

ントンカラーのスペクトルデータ

基 本 的な染 料レシピが確 認いただけ、作 業が

と染料レシピを活用することで色の開発時間を短縮

大変容易になりました。

できます。デジタルカラーの容易さとスマートスワッチ
カードを併用することでビジュアルでの色合わせに妥
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5.

review

協は必要なくなります。

6.

launch

たくさんのビーカー出しにうんざりしていませんか？ 技術

世界中で受け入れられているカラーシステムを提供している

的にしっかりしたカラーシステムでは少ないビーカー出し

パントンを信頼してください。パントンの商品は75カ国以上で

となり、
そのことが最上のオンタイム生産につながり所要

販売されています。パントンファッション＆ホームカラーシステ

時間の短縮で大きな費用効果となります。

ムは、デザイン、技術、必要とする品質管理全てにおいて唯

FASHION + HOME
A SMART
new system.

一信頼できるシステムです。
Photo supplied by WGSN.com

Photo supplied by WGSN.com

SENSIBLE
一貫した色の再現性

ご利用に際して
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

MANAGEABLE

見本帳に交換することをお薦めします。

最適化された色の恒常性

◆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

◆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。

ACCESSIBLE
色見本とそれに使用される染料が
世界中で容易に入手可能

（取扱店）

（パントン社正規代理店）

RELEVANT
ファッション・ホーム市場の
ニーズを捉えた色の選択

株式会社 ユナイテッド・カラー・システムズ
〒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
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United States and/or other countries. Macintosh, Mac and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows and Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or
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TOUGH
色の耐変色性や堅牢性を
最良にするための染料レシピ

®

PANTONE FASHION + HOME
- A SMART New System
ファッション & ホームカラーシステムの全 1,925 色の一貫した正確な色再現のため、パントン社
と世界最大手のテキスタイル染料、ケミカルメーカーの一つ、クラリアント・インターナショナル
社とがパートナーシップを組んで考案したコンセプト段階から生産に至るまでの色の管理手法、
それが SMART です。

Paper Products
カラーガイド ― ペーパー

カラースペシファイヤー ― ペーパー

color guide - paper

color specifier - paper

●

●

FGP100

携 帯しやすい 扇 形に開けるこのガイドには、見やすく

●

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

系統別に配列された1,925色のテキスタイルカラー

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枚のチップ

が収録されています。

が付いています。

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

パントンファッション＆ホームカラーシステムの色見本帳がこのSMART Systemを基本に、
コットン版製品を中心として使い易い色見本帳に一新され勢揃いしました。

FBP100

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。

尾の符 号が区 別するため
TPXとなっています。
®

Cotton Products
スマートカラースワッチカード

カラースペシファイヤー＆ガイド ― ペーパー

SMART color swatch card

color specifier and guide - paper

SWCD TCX

●
●

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

●

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

●

スワッチが従来の倍のサイズとなり、視認性が増し機器での評価も容易になりま

FPP100

スペシファイヤーとガイドのお得なセットです。

全1,925色個別に揃っています。
（二つ折りサイズ：約10cm×10cm）
複数で色を共有する際に便利です。

デジタルカラーライブラリー ― CD

パントンカラーキュー2

digital color library - CD

PANTONE Color Cue®2

した。
●

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。

®

●

コットンスワッチファイル
FFC103

●

●

●

PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE

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

for fashion and home color system のライブラリ

全色のデータを収録したCDです。

がプリインストールされています。

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。

●

カラーサンプルに当てクリックするだ

スマートスワッチと同形状で1/4サイズ（5cm×5cm）の

けで、
それに最も近似したパントンカ

スワッチを3冊一組のバインダーに収録した究極のデザ

QuarkXPress, Microsoft PowerPoint 等。

ラーをそれぞれのライブラリから検索、

利用環境：Macintosh OS X 及び Microsoft Windows98,

表示します。また、
それに付随した

●

CMYK、sRGB、HTML、L★a★b★値

2000, ME, XP

個々のスワッチはバインダ

GEB103

携帯型の簡易測色器パントンカラーキュー2には、

Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Macromedia FreeHand,

インツールといえる色見本帳です。
●

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新スワッチのナンバー
（TCX）
に対応しています。

●

cotton swatch files

FSX101

等を確認いただけます。

ーから取り外し可 能で色
●

の組み合わせ等を検討す

キャリングケース付き

る際に大 変 便 利で、カラ

デジタルカラーライブラリーキット

ーファミリー毎に収録され
ています。

digital color library kit
●

コットンプランナー

コットンパスポート

cotton planner

cotton passport

●

FFC105

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％コットンのチップを台紙に貼り一冊のバイン
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

出張など外部での打ち合わせに

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。

パントン・ビュー・カラープランナー

パントン・ビューホーム＆インテリア

PANTONE VIEW Colour Planner

PANTONE VIEW home + interiors

も楽に携帯できるコンパクトな見

ダーに収録した便利な色見本帳です。
●

FFC104

FPX101

本帳です。

●

（サイズはバイブルサイズのシステ

ん便利にお使いいただけます。
●

メンズ、
ウイメンズ、
コスメティクス、

●

ホームファニシング、
インテリア市場に

インテリア、インダストリアルの

焦点を絞り、
トレンドカラーとその解説

ム手帳とほぼ同等）

分野を対象に、カラートレンドと

を収録したフォーキャストブックでカラ

約1.0cm×1.5cmのコットンの

それに関連した幅広いビジュア

ーは布製のスワッチを用いて表示され

全 1 , 9 2 5 色のカラーチップが台

ル情報を収録したフォーキャス

ています。

紙に貼られ収録されており、アコ

トブックで、特定のエリアにとら

ーディオン式に開いて見る事が

われないグローバルに通用する

可能で素早く色確認が可能です。

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。

●

カラーを印刷で表現する際に便利な

●

年1回発行

CMYKの参考値も表示されています。
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RELEVANT
ファッション・ホーム市場の
ニーズを捉えた色の選択

株式会社 ユナイテッド・カラー・システムズ
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TOUGH
色の耐変色性や堅牢性を
最良にするための染料レシピ

