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GP1202 フォーミュラガイド/3冊組 \16,700 \17,535 →→→→ 廃版

GP1201 フォーミュラガイド/2冊組
(コート紙・上質紙)

\12,400 \13,020 →→→→ 新版 9781590651667978159065166797815906516679781590651667 GP1301 フォーミュラガイド/2冊組
(コート紙・上質紙)

\14,200 \14,910 新色224色追加、色の配
列、収録ﾍﾟｰｼﾞ変更

2010年5月21日

GG1203 フォーミュラガイド/マットコート紙 \8,400 \8,820 →→→→ 廃版

GP1204 ソリッドチップス　3冊組 \41,600 \43,680 →→→→ 廃版

GP1203 ソリッドチップス/2冊組(コート紙・上質
紙)

\34,600 \36,330 →→→→ 新版 9781590651704978159065170497815906517049781590651704 GP1303 ソリッドチップス/2冊組
(コート紙・上質紙)

\36,000 \37,800 新色224色追加、色の配
列、収録ﾍﾟｰｼﾞ変更

2010年5月21日

GB1203 ソリッドチップス　マットコート紙 \23,700 \24,885 →→→→ 廃版

ソリッドチップス　差替ページ \840 \882 6月21日まで販売、在
庫が無くなり次第終了 →→→→ 新版 ソリッドチップス　差替ページ \960 \1,008 2010年5月21日

GGS201 カラーブリッジ/コート紙 \16,600 \17,430 →→→→ 新版 9781590651537978159065153797815906515379781590651537 GG4003 カラーブリッジ/コート紙 \18,000 \18,900 新色224色追加、色の配
列、収録ﾍﾟｰｼﾞ変更

2010年6月下旬

GGS204 カラーブリッジ/上質紙 \16,600 \17,430 →→→→ 新版 9781590651599978159065159997815906515999781590651599 GG4004 カラーブリッジ/上質紙 \18,000 \18,900 新色224色追加、色の配
列、収録ﾍﾟｰｼﾞ変更

2010年6月下旬

GPS207 カラーブリッジセット/(コート紙・上質紙) \24,900 \26,145 →→→→ 新版 9781590651544978159065154497815906515449781590651544 GP4002 カラーブリッジセット/
コート紙・上質紙

\29,000 \30,450 新色224色追加、色の配
列、収録ﾍﾟｰｼﾞ変更

2010年6月下旬

GPS204 フォーカラープロセスガイド・セット
(コート紙・上質紙)

\16,700 \17,535 →→→→ 新版 9781590651520978159065152097815906515209781590651520 GP4001 CMYKガイドセット/
コート紙・上質紙

\17,400 \18,270 新名称 2010年5月21日

→→→→ 新版 9781590651803978159065180397815906518039781590651803 GG1305 プレミアムメタリック ガイド/
コート紙

\11,000 \11,550 2010年5月21日

→→→→ 新版 9781590651810978159065181097815906518109781590651810 GB1305 プレミアムメタリック チップス/
ｺｰﾄ紙

\24,400 \25,620 2010年5月21日

→→→→ 新版 プレミアムメタリックチップス
差替ページ

\960 \1,008 2010年5月21日

GG1207 メタリックフォーミュラガイド \9,600 \10,080 継続 9781590651049978159065104997815906510499781590651049 GG1207 メタリックフォーミュラガイド/
コート紙

\9,600 \10,080
発売中

GB1204 メタリックチップス \23,500 \24,675 継続 9781590651070978159065107097815906510709781590651070 GB1204 メタリックチップス/コート紙 \23,500 \24,675 発売中

メタリックチップス差替ページ \840 \882 価格変更のみ 継続 メタリックチップス/差替ページ \960 \1,008 価格変更 2010年5月21日

GG1208 パステルフォーミュラガイド \9,600 \10,080 新版 9781590651766978159065176697815906517669781590651766 GG1304 パステル＆ネオンガイド/
コート紙・上質紙

\11,000 \11,550 新色42色の蛍光色を追
加、新名称

2010年5月21日

GB1205 パステルチップス \23,500 \24,675 新版 9781590651773978159065177397815906517739781590651773 GB1304 パステル＆ネオン チップス/
コート紙・上質紙

\24,400 \25,620 新色42色の蛍光色を追
加、新名称

2010年5月21日

パステルチップス差替ページ \840 \882 6月21日まで販売、在
庫が無くなり次第終了

新版 パステル＆ネオンチップス
差替ページ

\960 \1,008 2010年5月21日

新アイテム 9781590651674978159065167497815906516749781590651674 GP1302 ソリッドガイド セット \29,700 \31,185 バンドルセット　内容：
フォーミュラガイド2冊組、
パステル＆ネオンカラーガ
イド、プレミアムメタリックガ
イド

2010年5月21日

新アイテム 9781590651711978159065171197815906517119781590651711 GP1304 ソリッドチップス セット \67,800 \71,190 バンドルセット　内容：ソ
リッドチップス2冊組、パス
テル＆ネオンカラーチップ
ス、プレミアムメタリックチッ

2010年5月21日

GPS205 エッセンシャル \41,600 \43,680

→→→→
新版 9781590651728978159065172897815906517289781590651728 GPG001 エッセンシャル \45,000 \47,250 フォーミュラガイド2冊組、

カラーブリッジ・セット、
CMYKガイド・セットのバン
ドルセット

2010年6月下旬

新アイテム 9781590651735978159065173597815906517359781590651735 GPG002 エッセンシャル ウィズ エフェクト \59,000 \61,950 バンドルセット　内容：
フォーミュラガイド2冊組、
カラーブリッジ・セット、
CMYKガイド・セット、パステ
ル＆ネオンカラーガイド、
プレミアムメタリックガイド

2010年6月下旬

新アイテム 9781590651742978159065174297815906517429781590651742 GPG003 エッセンシャル アドバンス \58,000 \60,900 バンドルセット　内容：
フォーミュラガイド2冊組、
カラーブリッジ・セット、
CMYKガイド・セット、ゴーガ
イド・セット

2010年6月下旬

新アイテム 9781590651759978159065175997815906517599781590651759 GPC001 リファレンス ライブラリ \104,000 \109,200 コンプリートセット　内容：
フォーミュラガイド2冊組、
カラーブリッジ・セット、
CMYKガイド・セット、パステ
ル＆ネオンカラーガイド、
プレミアムメタリックガイド、
メタリックガイド、ソリッド
チップス2冊組、パステル
＆ネオンカラーチップス、プ
レミアムメタリックチップス、
メタリックチップス

2010年6月下旬

GP1205 チント \34,600 \36,330 →→→→ 継続 9781590650820978159065082097815906508209781590650820 GP1205 チント \34,600 \36,330 発売中

GGH200 ソリッド･イン･ ヘキサクロームガイド \16,700 \17,535 →→→→ 継続 9781590650684978159065068497815906506849781590650684 GGH200 ソリッド イン ヘキサクロームガイド \16,700 \17,535 発売中

GEB104 カラー キュー 2.1 \56,000 \58,800 →→→→ 継続 848826022031848826022031848826022031848826022031 GEB104 カラー キュー 2.1 \56,000 \58,800 発売中
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