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Portions



品番：GP1601N

品番：GP1606N

フォーミュラガイド／2冊組（コート紙、上質紙）

ソリッドチップス╱2冊組
（コート紙、上質紙）

グラフィック、マルチメディアといった様々な分野で色の選択、指定、マッチングにご利用いただけるパントン・プラスシリーズに

は、新色112色を含む全1,867色を収録したソリッドカラーの色見本帳をはじめ、プロセスカラー、パステルカラー、ネオン

カラー、メタリックカラー、プレミアムメタリックカラーの各種見本帳、デザインツール等、グラフィック、パッケージング、Web、

ディスプレーデザインで必要とされる全てのものが揃っています。

ソリッドカラー1,867色とそれぞれのインキ配合比を収録したコート紙、上質紙版の2冊組。他にカラーインデックス、ライティング・

インディケーター、パントン・カラーマネージャー（ダウンロードにて提供）も収録。

アートワーク等に添付し容易に正確なカラーコミュニ

ケーションを図るためのカラーチップを収録したバインダー

形式の色見本帳でフォーミュラガイドと同じソリッドカラー

全1,867色を収録。コート紙版、上質紙版の2冊組で、カラー

インデックス、パントン・カラーマネージャー（ダウンロード

にて提供）も収録。



品番：GP1601N

品番：GP1606N

フォーミュラガイド／2冊組（コート紙、上質紙）

ソリッドチップス╱2冊組
（コート紙、上質紙）

グラフィック、マルチメディアといった様々な分野で色の選択、指定、マッチングにご利用いただけるパントン・プラスシリーズに

は、新色112色を含む全1,867色を収録したソリッドカラーの色見本帳をはじめ、プロセスカラー、パステルカラー、ネオン

カラー、メタリックカラー、プレミアムメタリックカラーの各種見本帳、デザインツール等、グラフィック、パッケージング、Web、

ディスプレーデザインで必要とされる全てのものが揃っています。

ソリッドカラー1,867色とそれぞれのインキ配合比を収録したコート紙、上質紙版の2冊組。他にカラーインデックス、ライティング・

インディケーター、パントン・カラーマネージャー（ダウンロードにて提供）も収録。

アートワーク等に添付し容易に正確なカラーコミュニ

ケーションを図るためのカラーチップを収録したバインダー

形式の色見本帳でフォーミュラガイドと同じソリッドカラー

全1,867色を収録。コート紙版、上質紙版の2冊組で、カラー

インデックス、パントン・カラーマネージャー（ダウンロード

にて提供）も収録。



品番：コート紙版　GG6103N
上質紙版　GG6104N
コート紙版、上質紙版・セット　GP6102N

品番：GP5101

品番：2015-004S

品番：2015-005S

カラーブリッジ╱コート紙、上質紙

CMYK ガイド・セット／
コート紙、上質紙

パントンのプロセスカラー4色の掛け合

わせによる2,868 色とその際の CMYK値

を収録した色見本帳で、コート紙版と上

質紙版の2 冊 組。カラーインデックス、

ライティング・インディケーター、パントン・

カラーマネージャー（ダウンロードにて

提供）も収録。

ソリッドカラー全1,845色とそれらを4色プロセス印刷で再現した近似色を並列に収録。参考値として各色のプロセス印刷する際

のCMYK値、デジタルメディアで表示する際のHTML値やsRGB 値も記載したマルチユースの色見本帳。カラーインデックス、ライ

ティング・インディケーター、パントン・カラーマネージャー（ダウンロードにて提供）も収録。コート紙版、上質紙版を単独、また

はセットで購入可能。
品番：GG7000

エクステンデッド・ガモット・コーテッドガイド

ソリッド・トゥ・セブン・セット ブリッジ・トゥ・セブン・セット 

プラスシリーズのソリッドカラー1,729 色の近似色をCMYK + Orange、Green、Violetの7色プロセス印刷でコート紙に印刷し収録。

色域が拡大した印刷での特色の再現性を確認可能。

カラーブリッジ／コート紙とエクステンデッド・ガモット・

コーテッドガイドのセット。ソリッドカラーとそれらを 4

色プロセスと7 色プロセスでそれぞれ再現した近似色

を並べて色の比較、検討が可能。

フォーミュラガイドとエクステンデッド・ガモット・コーテッ

ドガイドのセット。ソリッドカラーとそれらを7 色プロセス

で再現した近似色を並べて色の比較、検討が可能。



品番：コート紙版　GG6103N
上質紙版　GG6104N
コート紙版、上質紙版・セット　GP6102N

品番：GP5101

品番：2015-004S

品番：2015-005S

カラーブリッジ╱コート紙、上質紙

CMYK ガイド・セット／
コート紙、上質紙

パントンのプロセスカラー4色の掛け合

わせによる2,868 色とその際の CMYK値

を収録した色見本帳で、コート紙版と上

質紙版の2 冊 組。カラーインデックス、

ライティング・インディケーター、パントン・

カラーマネージャー（ダウンロードにて

提供）も収録。

ソリッドカラー全1,845色とそれらを4色プロセス印刷で再現した近似色を並列に収録。参考値として各色のプロセス印刷する際

のCMYK値、デジタルメディアで表示する際のHTML値やsRGB 値も記載したマルチユースの色見本帳。カラーインデックス、ライ

ティング・インディケーター、パントン・カラーマネージャー（ダウンロードにて提供）も収録。コート紙版、上質紙版を単独、また

はセットで購入可能。
品番：GG7000

エクステンデッド・ガモット・コーテッドガイド

ソリッド・トゥ・セブン・セット ブリッジ・トゥ・セブン・セット 

プラスシリーズのソリッドカラー1,729 色の近似色をCMYK + Orange、Green、Violetの7色プロセス印刷でコート紙に印刷し収録。

色域が拡大した印刷での特色の再現性を確認可能。

カラーブリッジ／コート紙とエクステンデッド・ガモット・

コーテッドガイドのセット。ソリッドカラーとそれらを 4

色プロセスと7 色プロセスでそれぞれ再現した近似色

を並べて色の比較、検討が可能。

フォーミュラガイドとエクステンデッド・ガモット・コーテッ

ドガイドのセット。ソリッドカラーとそれらを7 色プロセス

で再現した近似色を並べて色の比較、検討が可能。



デザインにインパクトや優雅さを加える洗練された

301色のメタリックカラーをコート紙に印刷し収録し

た色見本帳。ガイドとチップブックの2種類があり、

ガイドにはインキの配合比、水性グロスコーティング

の効果、チップブックには正確な色指定用の切り取

り可能なカラーチップを各色6枚収録。また、それぞ

れにパントン・カラーマネージャー（ダウンロードに

て提供）も収録。

品番：メタリックガイド/コート紙　GG1507
 メタリックチップス /コート紙　GB1507

メタリック 

プラスシリーズの中で最もポピュラーなフォーミュラガイドとソリッド

チップスをセットにしたお求め易いバンドルセット。

品番：GP1608N

メタリックカラーを収録した人気のメタリックガイド

とプレムアムメタリックガイドをセットにしたバンド

ルセット

品番：GP1507

ソリッドカラー・セット

プラスシリーズのフォーミュラガイド、メタリックガイ

ド、プレムアムメタリックガイド、パステル＆ネオン・

ガイドを一つにまとめたソリッドカラーガイドの

コンプリートセット

品番：GP1605N

ソリッドガイド・セット 

デザインにポップで刺激的な効果を生む魅惑的な

300色のプレミアムメタリックカラーをコート紙に印

刷し収録した色見本帳。従来のメタリックカラーより

高い輝度を持ち、光沢を失う事無くコーティングが可

能で、印刷した後も長期間光沢を保持。ガイドとチッ

プブックの2種類がありそれぞれにパントン・カラー

マネージャー（ダウンロードにて提供）を収録。

品番：
プレミアムメタリックガイド/コート紙　GG1505
プレムアムメタリックチップス /コート紙　GB1505

プレミアムメタリック

デザインにソフトで繊細な雰囲気をもたらす154色

のパステルカラーと活気を与えるホットなネオンカ

ラー56色をコート紙と上質紙に印刷し一冊にまとめ

て収録した色見本帳。ガイドとチップブックの2種類

があり、ガイドにはインキの配合比、チップブックに

は切り取り可能なカラーチップを各色6枚収録。

また、それぞれにパントン・カラーマネージャー

（ダウンロードにて提供）も収録。

品番：
パステル＆ネオン・ガイド/コート紙、上質紙　GG1504
パステル＆ネオン・チップス/コート紙、上質紙　GB1504

パステル＆ネオン

メタリックガイド・セット



デザインにインパクトや優雅さを加える洗練された

301色のメタリックカラーをコート紙に印刷し収録し

た色見本帳。ガイドとチップブックの2種類があり、

ガイドにはインキの配合比、水性グロスコーティング

の効果、チップブックには正確な色指定用の切り取

り可能なカラーチップを各色6枚収録。また、それぞ

れにパントン・カラーマネージャー（ダウンロードに

て提供）も収録。

品番：メタリックガイド/コート紙　GG1507
 メタリックチップス /コート紙　GB1507

メタリック 

プラスシリーズの中で最もポピュラーなフォーミュラガイドとソリッド

チップスをセットにしたお求め易いバンドルセット。

品番：GP1608N

メタリックカラーを収録した人気のメタリックガイド

とプレムアムメタリックガイドをセットにしたバンド

ルセット

品番：GP1507

ソリッドカラー・セット

プラスシリーズのフォーミュラガイド、メタリックガイ

ド、プレムアムメタリックガイド、パステル＆ネオン・

ガイドを一つにまとめたソリッドカラーガイドの

コンプリートセット

品番：GP1605N

ソリッドガイド・セット 

デザインにポップで刺激的な効果を生む魅惑的な

300色のプレミアムメタリックカラーをコート紙に印

刷し収録した色見本帳。従来のメタリックカラーより

高い輝度を持ち、光沢を失う事無くコーティングが可

能で、印刷した後も長期間光沢を保持。ガイドとチッ

プブックの2種類がありそれぞれにパントン・カラー

マネージャー（ダウンロードにて提供）を収録。

品番：
プレミアムメタリックガイド/コート紙　GG1505
プレムアムメタリックチップス /コート紙　GB1505

プレミアムメタリック

デザインにソフトで繊細な雰囲気をもたらす154色

のパステルカラーと活気を与えるホットなネオンカ

ラー56色をコート紙と上質紙に印刷し一冊にまとめ

て収録した色見本帳。ガイドとチップブックの2種類

があり、ガイドにはインキの配合比、チップブックに

は切り取り可能なカラーチップを各色6枚収録。

また、それぞれにパントン・カラーマネージャー

（ダウンロードにて提供）も収録。

品番：
パステル＆ネオン・ガイド/コート紙、上質紙　GG1504
パステル＆ネオン・チップス/コート紙、上質紙　GB1504

パステル＆ネオン

メタリックガイド・セット



ポータブル・ガイド・スタジオ

エッセンシャル リファレンス・ライブラリ 

カラーマネージャー・ソフトウェア ライティング・インディケーター・ステッカー

様々な表面、素材、ファブリックから、たとえ対象が小さく、模様があ

り多色のものであっても、カラーインスピレーションをキャプチャー

し、迅速かつ正確に10,000 色を超すパントンカラーからマッチング

するものを検索。高度な光学的特性をもつ、軽量かつコンパクトな

ツール。

品番：RM200-PT01

10,000 色以上のパントンカラーを主要なデザイン用

ソフトウェアで利用可能にするソフトウェア。ICCプロ

ファイルでカラーを最適化。オートアップデートにより

最新のカラーライブラリに更新可能。

照明光を感知し色が変わる2つのカラーパッチにより、適切な照

明環境で正しく色評価がなされているかを確認するためのステッ

カー。色校正、スケッチ、サンプル等に添付することで、制作にあ

たる各部署で一貫した色評価を実現。D50,D65用の2種類があり、

1シートあたり40 枚のステッカーを収録。品番：PSC-CM100
品番：D50用　LNDS-1PK-D50
 D65用　LNDS-1PK-D65

キャップシュア 

110 色のスキントーンの色合いを収録したガイドは、

美容、ファッション、プロダクトデザイン、写真、印

刷、パッケージング、グラフィックデザイン、医療等、

スキントーンの色合わせを必要とする様々な現場で

利用可能。

品番：STG201

スキントーン・ガイド

フォーミュラガイド、カラーブリッジ・セット、CMYK ガイド・セット、メタリックガイド、プレミアムメタリックガイド、パステル＆ネ

オン・ガイドを全てセットにした商品で、カラーガイドを新規にまとめて購入する際に最適でお得なバンドルセット。（専用キャリン

グケース付き　※色は写真と異なる場合があり）

品番：GPG304N

フォーミュラガイド、カラーブリッジ・セット、CMYKガイド・セット

をまとめたガイド6冊のバンドルセット。（専用キャリングケース付

き※色は写真と異なる場合あり）

品番：GPG301N

プラスシリーズのガイド、チップブックを一通り全て揃えた

いユーザーにお勧めするコンプリートセット。専用ディス

プレーユニット付。

品番：GPC305N



ポータブル・ガイド・スタジオ

エッセンシャル リファレンス・ライブラリ 

カラーマネージャー・ソフトウェア ライティング・インディケーター・ステッカー

様々な表面、素材、ファブリックから、たとえ対象が小さく、模様があ

り多色のものであっても、カラーインスピレーションをキャプチャー

し、迅速かつ正確に10,000 色を超すパントンカラーからマッチング

するものを検索。高度な光学的特性をもつ、軽量かつコンパクトな

ツール。

品番：RM200-PT01

10,000 色以上のパントンカラーを主要なデザイン用

ソフトウェアで利用可能にするソフトウェア。ICCプロ

ファイルでカラーを最適化。オートアップデートにより

最新のカラーライブラリに更新可能。

照明光を感知し色が変わる2つのカラーパッチにより、適切な照

明環境で正しく色評価がなされているかを確認するためのステッ

カー。色校正、スケッチ、サンプル等に添付することで、制作にあ

たる各部署で一貫した色評価を実現。D50,D65用の2種類があり、

1シートあたり40 枚のステッカーを収録。品番：PSC-CM100
品番：D50用　LNDS-1PK-D50
 D65用　LNDS-1PK-D65

キャップシュア 

110 色のスキントーンの色合いを収録したガイドは、

美容、ファッション、プロダクトデザイン、写真、印

刷、パッケージング、グラフィックデザイン、医療等、

スキントーンの色合わせを必要とする様々な現場で

利用可能。

品番：STG201

スキントーン・ガイド

フォーミュラガイド、カラーブリッジ・セット、CMYK ガイド・セット、メタリックガイド、プレミアムメタリックガイド、パステル＆ネ

オン・ガイドを全てセットにした商品で、カラーガイドを新規にまとめて購入する際に最適でお得なバンドルセット。（専用キャリン

グケース付き　※色は写真と異なる場合があり）

品番：GPG304N

フォーミュラガイド、カラーブリッジ・セット、CMYKガイド・セット

をまとめたガイド6冊のバンドルセット。（専用キャリングケース付

き※色は写真と異なる場合あり）

品番：GPG301N

プラスシリーズのガイド、チップブックを一通り全て揃えた

いユーザーにお勧めするコンプリートセット。専用ディス

プレーユニット付。

品番：GPC305N



パントン・プラスシリーズのソリッドカラー全1,755色にマッチングしたラージサイズ（76mm×43mm）でポリプロピレンを使用

したプラスチック・スタンダード・チップスを収納したコンプリートセットです。

円形の回転式スライドトレーを 6 段重ねにした専用のタワー型収納ケース 3台に全色を収納しています。

品番：PSC-PS1755

パントン・プラスシリーズ、ファッション、ホーム + インテリア・

カラーシステムの色にマッチしたプラスチックチップで正確な

色指定、色合わせにご利用いただけます。大判（76 mm × 43 

mm）でポリプロピレンを使用した汎用的なチップはマットと

グロス仕上げ両方が確認できるほか、2種類の厚みによる色

合いの違いも確認可能です。

パントン・プラスシリーズ、ファッション、ホーム + インテリア・

カラーシステムから売れ筋のホワイト、ブラック、グレー系の

プラスチック・スタンダード・チップ100 色をピックアップ

したセットで、チップは円形の回転式スライドトレーに収納

されています。

品番：PLASTIC CHIPS 品番：PTTC100

パントン・プラス・
プラスチック・スタンダード・チップス・コレクション

パントン・プラスチック・カラーシステムは、プラスチックのカラーをデザインする際に、容易で正確な色管理を可能にする

クリエイティブで確かな手段を提供します。

プラスチック・スタンダード・チップス パントン・チント&トーン・コレクション



パントン・プラスシリーズのソリッドカラー全1,755色にマッチングしたラージサイズ（76mm×43mm）でポリプロピレンを使用

したプラスチック・スタンダード・チップスを収納したコンプリートセットです。

円形の回転式スライドトレーを 6 段重ねにした専用のタワー型収納ケース 3台に全色を収納しています。

品番：PSC-PS1755

パントン・プラスシリーズ、ファッション、ホーム + インテリア・

カラーシステムの色にマッチしたプラスチックチップで正確な

色指定、色合わせにご利用いただけます。大判（76 mm × 43 

mm）でポリプロピレンを使用した汎用的なチップはマットと

グロス仕上げ両方が確認できるほか、2種類の厚みによる色

合いの違いも確認可能です。

パントン・プラスシリーズ、ファッション、ホーム + インテリア・

カラーシステムから売れ筋のホワイト、ブラック、グレー系の

プラスチック・スタンダード・チップ100 色をピックアップ

したセットで、チップは円形の回転式スライドトレーに収納

されています。

品番：PLASTIC CHIPS 品番：PTTC100

パントン・プラス・
プラスチック・スタンダード・チップス・コレクション

パントン・プラスチック・カラーシステムは、プラスチックのカラーをデザインする際に、容易で正確な色管理を可能にする

クリエイティブで確かな手段を提供します。

プラスチック・スタンダード・チップス パントン・チント&トーン・コレクション



パントン®グラフィックデザイン・ツール・カタログ 2016
（取扱店）  

オンラインショップ
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 カラーリソース P. J
〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前4-9-1
神宮前AKビル3F (303)
Phone:03-5771-3300
Fax:03-6383-1910
AM11:00～PM6:00（土日祝日休み）
●東京メトロ表参道駅　A2出口より徒歩3分
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