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PANTONE Goe System  Line Up Product Information

PANTONE Goe™

Expand the range of your
PANTONE Colors by 2,058.

●  パントン ゴーシステム／コート紙　PANTONE Goe™ System / COATED
パントン ゴー ガイド／コート紙とパントン ゴー スティック／コート紙、Adobe®CS用プラグインソフトウエア等が収録され
たCDを赤いおしゃれなボックスに収納したお得セットです。

●  パントン ゴーガイド/コート紙　PANTONE GoeGuide™ / COATED
2,058色のゴーカラーをコート紙に印刷し収録。各色のRGB値、インキ調合比も確認可能です。

●  パントン ゴーブリッジ／コート紙　PANTONE GoeBridge™ / COATED
パントンゴーカラー2,058色それぞれを、4色プロセスで再現した場合の色合いと、その際のCMYKのスクリーン値、HTML値
（16進数）、sRGB値が表示されています。

●  パントン ゴースティック／コート紙　PANTONE GoeSticks™ / COATED
ゴーカラー2,058色について台紙から簡単に剥がして貼るだけのシールタイプのコート紙のカラーチップを収録。Adobe®CS用
プラグインソフトウエア「ゴーデジタルライブラリ」と、色の選択・配色を検討する際に便利な「マイ パントン パレット 」を収録
したCDが付属。

●  パントン ゴースティック／上質紙　PANTONE GoeSticks™ /  UNCOATED
ゴーカラー2,058色のシールタイプの上質紙のカラーチップを収録。「ゴーデジタルライブラリ」と「マイ パントン パレット 」を
収録したCDが付属。

●  パントン ゴースティック／コート紙、上質紙　PANTONE GoeSticks™ / COATED, UNCOATED
パントンゴースティックのコート紙と上質紙のお得なセットです。

●  パントン ゴースティック／補充用差し替えページ　PANTONE GoeSticks™ / replacement pages
パントン ゴースティックのチップを使い切った際に補充可能な差し替えページです。

●  パントン ゴーガイド/上質紙 　PANTONE GoeGuide™ / UNCOATED
2,058色のゴーカラーを上質紙に印刷し収録。各色のRGB値、インキ調合比も確認可能です。

●  パントン ゴーガイド/コート紙、上質紙　PANTONE GoeGuide™ / COATED, UNCOATED
パントンゴーガイドのコート紙と上質紙のお得なセットです。

●  パントン ゴーシステム／上質紙　PANTONE Goe™ System / UNCOATED
パントン ゴー ガイド／上質紙とパントン ゴー スティック／上質紙、Adobe®CS用プラグインソフトウエア等が収録された
CDを赤いおしゃれなボックスに収納したお得セットです。

●  パントン ゴーシステム セット／コート紙、上質紙　PANTONE Goe™ System / COATED, UNCOATED
パントンゴーシステムのコート紙と上質紙のお得なセットです。

従来のパントン®マッチングシステムとは別の全く新しいパントンの
ソリッドカラー2,058色を収録したパントンゴーシステム！
全てのクリエイターに充実のカラーパレットをお届けします!

フリー
ダウンロード
フリー

ダウンロード
ゴーデジタルライブラリを
無償で、ダウンロード
 いただけます。 

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。

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。

ご利用に際して



Adobe Photoshop®でゴーカラーを選択する

Adobe Illustrator®でゴーカラーを選択するQuarkXpressでゴーカラーを選択するAdobe InDesign®でゴーカラーを選択する

フリー
ダウンロード
フリー

ダウンロード
ゴーデジタルライブラリを
無償で、ダウンロード
 いただけます。 

▼

 パントン ゴーガイド/コート紙

▼

 パントン ゴーガイド/上質紙

▼

 パントン ゴーブリッジ／コート紙

2. ゴーカラーを4色プロセスで印刷する

3. デザイン用アプリケーションで、ゴーカラーを選択する
ゴーシステムは、世界中で知られているパントンマッチングシステムに従来
収録されていないカラーはもとより、より多くのグリーン、レッド、ブルー
系のカラーを収録した全く新しいエキサイティングなソリッドカラー
2,058色からなる色見本帳です。

ゴーシステムのカラーは色相順に配列され、それに明度の微妙な変化を
つけることで広範囲でスムーズな譜調のカラーパレットを形成し、全ての
カラーを愛する方々の要求に応えるものになっています。

今までにパントンカラーを特色として指定、印刷した事が
ある方はもうご存知だと思いますが、ゴーカラーはゴー
ガイド／コート紙、上質紙、またはお使いのソフトウェア
収録のゴーデジタルライブラリを利用して選択、指定を
していただけます。ゴーガイドは他の
ソリッドカラーの色見本帳と比較し大変
見やすく、ご希望の色を探し易くなって
います。

あらゆるデザイナーにとって緊要な事は、選択したソリッドカラーを
4色プロセスで印刷した時に、どう見えるかを知ることです。ゴー
ブリッジは正確にゴーカラーの再現性を確認できるカラーガイドで、
ゴーガイドに収録されているそれぞれのカラーについて、特色刷り
のカラーを左に、その4色プロセス印刷での再現色を右に並列に
表示をする事で、色合いを簡単に比較出来るようになっています。

Adobe® Creative Suite®の各アプリケーション上で効率的なゴーカラーの選択
を可能にするため、パントンでは使い易いデジタルライブラリを構築しました。これら
はパントンのウェブサイト pantone.com（英文）から無償でダウンロードできるほか、
何種類かのゴーシステム色見本帳に同梱されているCDにも収録されています。尚、
最新のQuarkXPress®についてはデフォルトでライブラリが収録されています。
ライブラリには、以下のカラーパレットが含まれています。
パントンゴー／コート紙 （PANTONE Goe coated）
パントンゴー／上質紙 （PANTONE Goe uncoated）
パントンゴーブリッジ／コート紙 （PANTONE GoeBridge coated）

（インストール対象ソフトウェア）
•Adobe® Photoshop® 7及びそれ以降 
•Adobe Illustrator® CS及びそれ以降 
•Adobe InDesign® CS及びそれ以降 
•QuarkXpress 7&8

（対応 OS）
•Mac OS X 10.4及びそれ以降 
•Windows® 2000、Windows XP、Windows Vista®

4. ゴーシステムを使いこなす

ゴーガイドのコート紙版、上質紙版に加えて、世界中で正確なカラー
コミュケーションを図るためのカラーチップを収録したゴースティック
も用意されており、切手大のカラーチップは台紙から簡単に剥がして
貼るだけのシールタイプになっています。ゴースティックには、便利な
ツールとしてカラーパレットを検討する際に使えるプラスチックプレート、
パレットプレイグラウンドや選択したパレットを貼って提出したりする際
に便利な台紙パレットカードも付属しています。

ゴーシステムの色見本帳はそれぞれ単品でお求めいただけますが、
ゴーガイドとゴースティックをセットにして専用ケース、「ゴーキュー
ブ」に収録したコンプリートセット、ゴーシステム／コート紙、上質紙
もそれぞれ用意されています。

®

1. ゴーカラーの特色指定、印刷をする

左側にGoeカラー、
右側にCMYKプロセス印刷で

再現可能な近似色を表示

プロセス印刷の際に、最も近似する
CMYK網点パーセンテージを記載

モニタスクリーンやWEB上で
Goeカラーを利用したい場合に便利な
sRGB近似値、HTML近似値を記載

▼

 パントン パレットプレイグラウンド

▼

 パントン パレットカード

▼

 パントン ゴースティック／コート紙

PANTONE®

128-1-2 C

PANTONE®

55-1-2 C

PANTONE®

43-1-1 C

PANTONE®

101-1-4 C
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パントン ゴー ガイド／コート紙とパントン ゴー スティック／コート紙、Adobe®CS用プラグインソフトウエア等が収録され
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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。

ご利用に際して


