
Introducing the

PANTONE® Goe™ System
A NEW vision of color from inspiration to application.

◆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。

◆パントンゴーシステムのカラーインキは、パントンとライセンス契約した下記のインキ会社から

購入可能です。

サカタインクス株式会社　大日本インキ化学工業株式会社　谷口インキ製造株式会社

株式会社T&K TOKA　東洋インキ製造株式会社　女神インキ工業株式会社

◆パントンでは、アパレル、インテリア、建築、インダストリアルデザイン等でお使いいただけるパントンフ

ァッション&ホームカラー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。

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。
待望の大阪店も2007年10月16日（火）にオープン致しました！ お気軽にお立ち寄りください。

〒107-0062

東京都港区南青山6-8-17プルミエビル3F

Phone:03-5467-9991  Fax:03-5467-9992
AM10:30～PM6:30（土日祝日休み）

（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

ご利用に際して

Product Information

クリエイティヴな新しい色の世界へと導く

パントン®ゴーシステム
待望のソリッドカラーの新色2,058色を収録し新発売！

パントンマッチングシステムが色指定における業界スタンダードとして世に出てから45年が

経ちました。その間グラフイック業界は技術、制作手法、素材の変化、発達によりクリエイ

ティヴシーンは大きく変化し、それにつれ色の需要、表現方法もまた多様化してきています。

4年以上の歳月をかけ、グラフィック業界のあらゆる現場を調査し、開発されたパントン

ゴーシステムは時代の変化、需要に対応し、既存のパントンマッチングシステムを補完する

新しいシステムです。デザイナーが求める、より沢山の色、使い易い配色、そして多様なメ

ディアに渡る正確な色の再現性に応えるため、ゴーシステムは新色2,058色を色彩論に準

じて見やすく配列し、同時に色の選択、指定にアナログとデジタルの要素を備えることで、

様々な場面で利用できるデザイン、カラーコミュニケーションを容易にするシステムツール

となりました。

パントンゴーシステムの“新しい色の世界”を是非お試しください。

TOKYO
〒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）

OSAKA

「パントン ゴー システム」の全てのツールを利用したワークフローの例
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More Colors. More Advancements. More Inspiration.

myPANTONE.com
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※コミュニティーサイト 11月中旬オープン予定

※各ソフトと連動はしておりません。

PANTONE®
™  System

パントン ゴーシステムの商品構成
●  パントン ゴーガイド/コート紙

PANTONE GoeGuide/coated
●  パントン ゴースティック/コート紙 + マイパントンパレット

ソフトウェア

PANTONE GoeSticks/coated + myPANTONE palettes 

software
●  パントン ゴーシステム

PANTONE GoeSystem

ゴーガイドとゴースティックのセットでプラスチック製

の収納ケース（ゴーキューブ）が付いています。
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▼ 図（a） カラーホイール

アイドロッパーツール

カラースキーム

Introducing the
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System

PANTONE® ™Guide/COATED

パントン ゴーガイド/コート紙

正確な色指定のためのゴーシステム全2,058色のカラー
チップを収録した色見本帳です。

パントンゴーシステムの中心となる色見本帳でカラーリングの新しいアイデアの創出を容易にエキサイティングなものにします。

●  色の系統別に整然と配列されたソリッドカラーの新色2,058色を165のカラーファミリーに分け、全294ページに収録しています。
●  扇形に開いた時に色相環のように見えるため、特定の色を見つけることが容易です。（ガイドのインデックスにも表示されている

図（a）のカラーホイールで、選んだカラーファミリーのゴーシステムの中での大体の位置が確認できます。）
●  印刷時やモニターでの正確な色再現に役立つRGB値、インキ調合比も表示されています。
●  色の収録場所を容易に確認できる直観的な独自のナンバリングシステムになっています。
●  用紙は1001b オフセット用テキストコート紙を使用しています。

パントンゴーシステムのカラーナンバーは3つのパートから成る表示となっており、

それぞれカラーファミリー（1から165まで）、カラーファミリー中のページ番号

（ファミリーに属する色数によって1から5の範囲）、各ページの色の配置（1から7の

範囲）を意味します。

例：PANTONE 70-4-2 C
●  70：図（a）のように各カラーファミリ

ーは1から165まであり70番目のカ

ラーファミリーに属することを示し

ます。

●  4：上記のカラーファミリー中の4ペ

ージ目に収録されていることを示

します。ページ数は、各カラーファミ

リーによって違います。最小1ペー

ジから最大5ページで構成されてい

ます。

●  2：7色収録されているページの上

から2番目に配置されていること示

します。

●  C：コート紙（Coated）に印刷されて

いることを示します。

PANTONE Sticks™/COATED + myPANTONE™ palettes software

パントン ゴースティック/コート紙 ＋ マイパントン パレットソフトウエア

●  チップは裏面に接着剤の付いたシール状になっており、クリーン

かつ容易にクライアント、デザイナー、印刷会社間のコミュニケ

ーションにご利用いただけます。
●  バインダー2冊組となっており、それぞれに付いているカラーバー

により収録されている色の系統を区別することができます。
●  ゴーガイドと同じ用紙を使用しています。
●  チップを使い切った際に便利な差し替えページも購入可能です。

パントンゴースティックには以下の便利なツールが付い
ています。
●  パントン パレットプレイグラウンド

色の選択、配色が完全に決定するまで貼り直しが容易にできる

表面をしたプラスチック製のシートでチップを無駄にすることな

くワークスペースとして便利にお使いいただけます。図（b）参照

●  パントン パレットカード

配色が決定した後、それらのチップを貼ってクライアントや印刷

会社と共有したり、保管したりする際に便利なカードでメモ書き

等もできるようになっています。図（c）参照

●  マイパントン パレットソフトウェア（myPANTONE palettes software）

デジタルカラーの選択、パレットの作成に便利なツールを、ひと

まとめにした総合的なソフトウェアです。小さなウイジェットのよ

うなワークスペースになっているため、デザイン用アプリケーショ

ンソフトを開いて作業をしている同じ画面上に配置して表示可

能です。このソフトウェアCDはゴースティック、ゴーシステムに同

梱されています。（単品での販売はありません）

動作環境：Windows®2000、Windows XP、Windows Vista™、Mac OS X 10.3以降

▼

 図（b） パントン パレットプレイグラウンド
▼

 図（c） パントン パレットカード

▼

 カラーピッカー

▼

 マイパントンパレット

▼

 カラーブレンダー

▼

 イメージパレットビルダー

▼

 マイパレット

▼

 マイパレットリーダー

カラーナンバー表示について

●  パントンマッチングシステムの14色のベースカラーに対して、ゴーシステムでは

10色のパントンゴーミキシングベースとパントンクリアで各色の調合を可能に

しています。

●  パントンの豊富な色彩に関する知識と才能がより少なく、シンプルなべースイ

ンキの組み合わせによる広範囲な色の創出に反映されています。

●  各色一定の1.3g/m2のインキ膜厚で印刷され、それが本機での色合わせの際

に十分な乾燥時間と色管理のしやすさを提供します。

●  ゴーミキシングベースは世界中で入手しやすいピグメントを採用しており、UV

や水性コーティングとも融和します。

ソフトは下記の多様なツールで構成されています。

●  アイドロッパーツール：デスクトップ上の任意の色の選択が可能です。（カラーピッカー、マイパントンパレット使用時、Windowsのみ）

●  カラースキーム：選択した色に準じた配色を検討する際に便利なツールで、類似色、補色、分裂補色、3色配色、4色配色

などを自動的に割り出し提案します。このツールはカラーピッカー、マイパントンパレットの中で利用できます。

●  カラーピッカー：色相環や様々な配色の検討に便利なカラースキームが表示され、カラーホイール（円形）、ヒュースクウ

ェア（四角形）のグラデーションから色を選択します。またRGB値やHTML値を直接入力することもできます。選択した色

はウインドウに表示され、－番近いパントンカラーナンバーをパントンゴーシステム、パントンマッチングシステムから表

示させることも可能です。

●  マイパントン パレット：パントンゴーシステム、パントンマッチングシステムのライブラリを表示し、直接色を選択でき、

RGB値、HTML値も確認できます。配色の検討に便利なカラースキームも利用できます。

●  イメージパレットビルダー：インポートした画像から最大12色の色を自動的に取得しパレットを形成します。ポインタを

移動させることで、任意箇所の色も取得できます。

●  カラーブレンダー：任意の2色間のグラデーションを最大64段階で自動形成します。

●  マイパレット：各ツールで作成したパレットを保存し、マイパレットのタブを選択することでそれらを一覧表示でき、編集

や削除が可能です。また公開可能なパレットであればmyPANTONE.comにアップロードすることで他の人とシェアする

こともできます。

●  マイパレット リーダー：保存したカラーパレットを大きく表示し詳細を確認できます。またパレットにクライアント名、プ

ロジェクト名、デザイナー名、オリジナルサムネイルも登録することができます。

●  パントン オンラインコミュニティー myPANTONE.com：サイトにメンバー登録しアクセスすることで自分が作成したお

気に入りのカラーパレットをアップロードし世界中のメンバー間で閲覧、共有、評価ができます。またメンバー特典として

クリエイターが作成したトレンドカラーフォーキャストも入手可能です。（現在準備中で11月中旬以降登録、利用可能予定）

パントン ゴーミキシングべ－ス（PANTONE Goe Mixing Base） マイパントン パレットソフトウェア（myPANTONE palettes software）

パントン ゴーミキシングべ－ス（基本のインキ）は以下のとおりです。

パントン ミディアムイエロー パントン ミディアムパープル

パントン ブライトオレンジ パントン ダークブルー

パントン ブライトレッド パントン ミディアムブルー

パントン ストロングレッド パントン ブライトグリーン

パントン ピンク パントン ニュートラルブラック

パントン クリア

カラーナンバー

RGB値 インキ調合比
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●  イメージパレットビルダー：インポートした画像から最大12色の色を自動的に取得しパレットを形成します。ポインタを

移動させることで、任意箇所の色も取得できます。

●  カラーブレンダー：任意の2色間のグラデーションを最大64段階で自動形成します。

●  マイパレット：各ツールで作成したパレットを保存し、マイパレットのタブを選択することでそれらを一覧表示でき、編集

や削除が可能です。また公開可能なパレットであればmyPANTONE.comにアップロードすることで他の人とシェアする

こともできます。

●  マイパレット リーダー：保存したカラーパレットを大きく表示し詳細を確認できます。またパレットにクライアント名、プ

ロジェクト名、デザイナー名、オリジナルサムネイルも登録することができます。

●  パントン オンラインコミュニティー myPANTONE.com：サイトにメンバー登録しアクセスすることで自分が作成したお

気に入りのカラーパレットをアップロードし世界中のメンバー間で閲覧、共有、評価ができます。またメンバー特典として

クリエイターが作成したトレンドカラーフォーキャストも入手可能です。（現在準備中で11月中旬以降登録、利用可能予定）

パントン ゴーミキシングべ－ス（PANTONE Goe Mixing Base） マイパントン パレットソフトウェア（myPANTONE palettes software）

パントン ゴーミキシングべ－ス（基本のインキ）は以下のとおりです。

パントン ミディアムイエロー パントン ミディアムパープル

パントン ブライトオレンジ パントン ダークブルー

パントン ブライトレッド パントン ミディアムブルー

パントン ストロングレッド パントン ブライトグリーン

パントン ピンク パントン ニュートラルブラック

パントン クリア

カラーナンバー

RGB値 インキ調合比



Introducing the

PANTONE® Goe™ System
A NEW vision of color from inspiration to application.

◆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。

◆パントンゴーシステムのカラーインキは、パントンとライセンス契約した下記のインキ会社から

購入可能です。

サカタインクス株式会社　大日本インキ化学工業株式会社　谷口インキ製造株式会社

株式会社T&K TOKA　東洋インキ製造株式会社　女神インキ工業株式会社

◆パントンでは、アパレル、インテリア、建築、インダストリアルデザイン等でお使いいただけるパントンフ

ァッション&ホームカラー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。

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。
待望の大阪店も2007年10月16日（火）にオープン致しました！ お気軽にお立ち寄りください。

〒107-0062

東京都港区南青山6-8-17プルミエビル3F

Phone:03-5467-9991  Fax:03-5467-9992
AM10:30～PM6:30（土日祝日休み）

（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

ご利用に際して

Product Information

クリエイティヴな新しい色の世界へと導く

パントン®ゴーシステム
待望のソリッドカラーの新色2,058色を収録し新発売！

パントンマッチングシステムが色指定における業界スタンダードとして世に出てから45年が

経ちました。その間グラフイック業界は技術、制作手法、素材の変化、発達によりクリエイ

ティヴシーンは大きく変化し、それにつれ色の需要、表現方法もまた多様化してきています。

4年以上の歳月をかけ、グラフィック業界のあらゆる現場を調査し、開発されたパントン

ゴーシステムは時代の変化、需要に対応し、既存のパントンマッチングシステムを補完する

新しいシステムです。デザイナーが求める、より沢山の色、使い易い配色、そして多様なメ

ディアに渡る正確な色の再現性に応えるため、ゴーシステムは新色2,058色を色彩論に準

じて見やすく配列し、同時に色の選択、指定にアナログとデジタルの要素を備えることで、

様々な場面で利用できるデザイン、カラーコミュニケーションを容易にするシステムツール

となりました。

パントンゴーシステムの“新しい色の世界”を是非お試しください。

TOKYO
〒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）

OSAKA

「パントン ゴー システム」の全てのツールを利用したワークフローの例

PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc. Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop and Macromedia FreeHand are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the 

United States and/or other countries. Adobe product box shots reprinted with permission from Adobe Systems Incorporated. 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 other countries. QuarkXPress is a trademark of Quark, Inc. and all applicable affiliated companies, Reg. U.S. Pat. & Tm Off., and in many other 

countries. Corel, Corel DESIGNER and CorelDRAW are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries in Canada, the United States and/or other countries. Box shots reprinted with permission from Corel 

Corporation. All other product names and trademarks are the property of their respective owners. Any omission of such marks from any product is regretted and is not intended as an infringement on such trademarks. PANTONE Colors 

shown here may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. © Pantone, Inc., 2007. All rights reserved.

パントン カラーリソース P. J www.pj-color.com

More Colors. More Advancements. More Inspiration.

myPANTONE.com

Adobe® Photoshop® Adobe Illustrator® Adobe InDesign® QuarkXPress®FreeHand® MX®Corel DESIGNERCorelDRAW®

Solid Color C : M : Y : K Digital Print Internet Signage, Animation, 
etc.

イメージする

調べる

共有する

記録する・共有する・保存する

使用する

制作する

ゴーガイド

カラーホイール

マイパントン パレット
ソフトウェア

ゴースティック パレットプレイグラウンド パレットカード

パレットカード

※コミュニティーサイト 11月中旬オープン予定

※各ソフトと連動はしておりません。

PANTONE®
™  System

パントン ゴーシステムの商品構成
●  パントン ゴーガイド/コート紙

PANTONE GoeGuide/coated
●  パントン ゴースティック/コート紙 + マイパントンパレット

ソフトウェア

PANTONE GoeSticks/coated + myPANTONE palettes 

software
●  パントン ゴーシステム

PANTONE GoeSystem

ゴーガイドとゴースティックのセットでプラスチック製

の収納ケース（ゴーキューブ）が付いています。




