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◆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。
ザ・インクテック株式会社　サカタインクス株式会社　大日精化工業株式会社　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　東京インキ株式会社　
東洋インキ製造株式会社　三星インキ株式会社　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

オンラインショップ

Product Information

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
〒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
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OTHER PANTONE COLOR TOOLS

パントンカラーキュー2.1
PANTONE Color Cue®2.1

+携帯型の簡易測色器パントンカラーキュー2.1には、
PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE for 
fashion and home color system、PANTONE Goe™ 
Systemのライブラリがプリインストール +カラーサン
プルに当てクリックするだけで、最も近似
したパントンカラーをそれぞれのライ
ブラリから検索、表示し、それに付
随したCMYK、sRGB、HTML、
L★a★b★値等も確認可能 
+キャリングケース付き

パントンソリッド・イン・ヘキサクロームガイド
／コート紙
PANTONE SOLID IN HEXSCHROME® / coated

+パントンのソリッドカラー1,091色をCTPで出力された
FMスクリーンを用いてヘキサクロームでコート紙（C）に
印刷し収録した色見本帳で、各色についてCMYKOGの
各スクリーン値も掲載されているため、ソリッドカラーを
ヘキサクロームで再現する際に便利

+パントンソリッドカラーの1,114色を、10～80％ま
で、10％刻みで網点表示し、ハーフトーン、色
文字、反転文字などのカラー・エフェクト
を合わせて紹介した見本帳で、 単色や2
色刷りで効果的な網点（チント）表現でイ
ンパクトを与える事を目的としたデザイン
ワークに有効 +扇形ガイド、コート紙2本、
上質紙2本の合わせて4本セット +オリジ
ナルのケースに収録

+各種色見本帳をまとめてお得にご購入いただける
バンドルセットもご用意しております。セット内容は
下記一覧表でご確認ください。

パントンチント ガイド4本セット
／コート紙、上質紙
PANTONE TINTS four-guide set / coated, uncoated

パントンリファレンス・ライブラリ
PANTONE REFERENCE LIBRARY

パントンエッセンシャル・アドバンス
PANTONE ESSENTIALS ADVANCE

パントンエッセンシャル・ウィズ・エフェクト
PANTONE ESSENTIALS with EFFECTS

パントンエッセンシャル
PANTONE ESSENTIALS

パントンソリッドチップス・セット
PANTONE PLUS SERIES SOLID CHIPS Set

パントンソリッドガイド・セット
PANTONE PLUS SERIES SOLID Guide Set
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パントンメタリックフォーミュラガイド／コート紙

バンドルセット

PANTONE METALLIC FORMULA GUIDE coated

+デザインに華やかさを演出する301色のパントンのメタリックカラーをコート紙に印
刷し1ページに6色収録したガイドで扇形に開いて見ることができ各色のイ
ンキ調合比も確認可能 +基本の7色（871C、872C、873C、
874C、875C、876C、877C）については gloss 
aqueous coatingのオーバーコートが施された
ページもあわせて収録

パントンメタリックチップス／コート紙
PANTONE METALLIC CHIPS coated

+パントンメタリックカラー301色の正確な色指定に不可欠の、
コート紙のカラーチップを収録したチップブック +1ページに
6色収録され、各色6枚のチップを利用可能 +基本の7色
（871C、872C、873C、874C、875C、876C、877C）について
はglossaqueous coatingのオーバーコートが施されたペー
ジもあわせて収録 +補充用差し替えページも購入可能

従来のパントン®マッチングシステムを10年ぶりに全面改訂！
パントン・プラス・シリーズとして装いも新たに新発売！



FORMULA GUIDES, SOLID CHIPS BOOKS
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THE NEW PANTONE PLUS SERIES PRODUCT LINE-UP!

566 
NEW  
COLORS.
ONE 
BIG PLUS. 42色の新しいネオンカラー

プラス・シリーズのパステル＆ネオン・ガイド、チップスでは、増加するスペシャリティ・カ
ラーの需要に対処するため、ネオンカラー（蛍光色）の新色42色を追加収録し、全154色
の柔らかなパステルカラーと56色のネオンカラーで従来に増してデザイナーに特徴的な
スペシャリティ・カラーの選択肢を提供します。

300色の新しいメタリックカラー
ポップできらめく新色の需要に対応するため、プラス・シリーズには新しく300色の
プレミアムメタリックカラーを収録した色見本帳が仲間入りしました。これらのカラー
は光沢を失う事無くコーティングが可能で、印刷された後も長期間光沢を保ちます。

224色の新しいソリッドカラー
プラス・シリーズではフォーミュラガイド、ソリッドチップス、カラーブリッジにソリッドカ
ラーの新色224色を追加収録し、全1,341色となりました。
これらの新色は既存の14色のベーシックカラーインキで調色されており、新たなトレー
ニングや機器を必要とせず容易に、かつ正確に再現可能です。

デザイナー、印刷会社等の意見を基に、
今回プラス・シリーズの全てのガイド、チ
ップスにおいて、より直感的に色の選択
ができるよう配列を色相、彩度順に変更
しました。従来色の色名、色番号に変更は
無く、すぐに探せるようにカラー・インデ
ックスも収録されています。

ColorChecker Lighting Indicator
カラーチェッカー・ライティング・インディケーター
色の評価が適切な光源の下で行われて
いるかどうか判断するためのもので、プラ
ス・シリーズの全てのガイドに収録されて
います。
ColorChecker Primer
カラーチェッカー・プライマー
デジタルイメージの正しいカラーバラン
ス調整のための比較標準となるハンディ
ツールでプラス・シリーズのカラーブリッ
ジに収録されています。

プラス・シリーズを購入しユーザー登録をすることにより、
各種デジタル・デザイン用アプリケーション（Adobe、
Quark、Corel）収録のパントンカラーパレットを新色を含ん
だものにアップデートできるパントンカラーマネージャー・
ソフトウェアを無償でダウンロードできます。

正確で容易なカラーマッチングを可能にするため、新色は
すべて均一のインキ膜厚で印刷されています。

パントンフォーミュラガイド／2冊組（コート紙、上質紙）
PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated (two-guide set)

+新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録した、コート紙と上質紙のガイドのセット +扇形
に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比も確
認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1ペー
ジに7色収録 +色検索に便利なカラーインデック
ス、カラーチェッカー・ライティング・インディケー
ターを収録

パントンソリッドチップス／2冊組（コート紙、上質紙）
PANTONE SOLID CHIPS Coated & Uncoated (two-book set)

 +新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録した、コート紙と上質紙のチップブックのセット 
+カラーは色相、彩度順に配列され、1ページに7色
収録 +正確な色指定に不可欠の切り取り可能なカ
ラーチップを各色6枚利用可能 +色検索に便利な
カラーインデックスを収録 +補充用差し替えペー
ジも購入可能

パントンプレミアムメタリックガイド／コート紙 
PANTONE PREMIUM METALLICS Coated

+ポップできらめく新しい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ガイド 
+扇形に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比
も確認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1
ページに6色収録 +色検索に便利なカラーインデ
ックス、カラーチェッカー・ライティング・インディ
ケーターを収録

パントンプレミアムメタリックチップス／コート紙 
PANTONE PREMIUM METALLICS CHIPS Coated

 +新しい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チップブック +カラーは
色相、彩度順に配列され、1ページに6色収録 +正
確な色指定に不可欠の切り取り可能なカラーチッ
プを各色6枚利用可能 +色検索に便利なカラーイ
ンデックスを収録 +補充用差し替えページも購入
可能

PREMIUM METALLICS GUIDE, CHIPS BOOK

パントンパステル＆ネオン・ガイド（コート紙、上質紙）
PANTONE PASTELS &NEONS Coated & Uncoated

+新しい42色を含む56色のネオンカラー（蛍光
色）と154色のパステルカラー全210色をコート紙
と上質紙それぞれに印刷し収録したガイド +扇形
に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比も確
認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1ペー
ジに7色収録 +色検索に便利なカラーインデック
ス、カラーチェッカー・ライティング・インディケー
ターを収録

パントンパステル＆ネオン・チップス（コート紙、上質紙）
PANTONE PASTELS &NEONS CHIPS Coated & Uncoated

+新しい42色を含む56色のネオンカラー（蛍光
色）と154色のパステルカラー全210色をコート紙
と上質紙それぞれに印刷し収録したチップブック 
+正確な色指定に不可欠の切り取り可能なカラー
チップを各色6枚利用可能 +カラーは色相、彩度
順に配列され、1ページに7色収録 +色検索に便利
なカラーインデックス、カラーチェッカー・ライティ
ング・インディケーターを収録 +補充用差し替えペ
ージも購入可能

PASTELS & NEONS GUIDE, CHIP BOOK

パントンカラーブリッジ／コート紙
PANTONE COLOR BRIDGE Coated

パントンCMYK ガイド・セット（コート紙、上質紙）
PANTONE CMYK Coated & Uncoated Set

 +パントンプロセスカラー4色の掛け合わせによる
2,886色とそのスクリーン値を収録したコート紙と
上質紙のガイド2冊組 +扇形に開いて見る事がで
き、カラーは色相、彩度順に配列され1ページに16
色収録 +カラーチェッカー・ライティング・インデ
ィケーターを収録 +CTPを利用した完全なデジタ
ルワークフローで制作

COLOR BRIDGE CMYK

パントンカラーブリッジ・セット（コート紙、上質紙）
PANTONE COLOR BRIDGE Coated & Uncoated Set

+新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録したガイド +扇形に開いて見る事ができ、各色
につき4色プロセス印刷での近似色も並列表示し、
同時にそれぞれのスクリーン値も確認可能 +各色
のHTML値、RGB値を表示 +カラーは色相、彩度
順に配列され、1ページに7色収録 +色検索に便利
なカラーインデックス、カラーチェッカー・ライティ
ング・インディケーター、カラーチェッカー・プライ
マーを収録 +コート紙版と上質紙版の単品もしく
はセットで購入可能

GP1301 GP1303

GG1304 GB1304

GG1305 GB1305

GP4002

GP4003

パントンカラーブリッジ／上質紙
PANTONE COLOR BRIDGE Uncoated

GP4004

GP4001
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プラス・シリーズのパステル＆ネオン・ガイド、チップスでは、増加するスペシャリティ・カ
ラーの需要に対処するため、ネオンカラー（蛍光色）の新色42色を追加収録し、全154色
の柔らかなパステルカラーと56色のネオンカラーで従来に増してデザイナーに特徴的な
スペシャリティ・カラーの選択肢を提供します。

300色の新しいメタリックカラー
ポップできらめく新色の需要に対応するため、プラス・シリーズには新しく300色の
プレミアムメタリックカラーを収録した色見本帳が仲間入りしました。これらのカラー
は光沢を失う事無くコーティングが可能で、印刷された後も長期間光沢を保ちます。

224色の新しいソリッドカラー
プラス・シリーズではフォーミュラガイド、ソリッドチップス、カラーブリッジにソリッドカ
ラーの新色224色を追加収録し、全1,341色となりました。
これらの新色は既存の14色のベーシックカラーインキで調色されており、新たなトレー
ニングや機器を必要とせず容易に、かつ正確に再現可能です。

デザイナー、印刷会社等の意見を基に、
今回プラス・シリーズの全てのガイド、チ
ップスにおいて、より直感的に色の選択
ができるよう配列を色相、彩度順に変更
しました。従来色の色名、色番号に変更は
無く、すぐに探せるようにカラー・インデ
ックスも収録されています。

ColorChecker Lighting Indicator
カラーチェッカー・ライティング・インディケーター
色の評価が適切な光源の下で行われて
いるかどうか判断するためのもので、プラ
ス・シリーズの全てのガイドに収録されて
います。
ColorChecker Primer
カラーチェッカー・プライマー
デジタルイメージの正しいカラーバラン
ス調整のための比較標準となるハンディ
ツールでプラス・シリーズのカラーブリッ
ジに収録されています。

プラス・シリーズを購入しユーザー登録をすることにより、
各種デジタル・デザイン用アプリケーション（Adobe、
Quark、Corel）収録のパントンカラーパレットを新色を含ん
だものにアップデートできるパントンカラーマネージャー・
ソフトウェアを無償でダウンロードできます。

正確で容易なカラーマッチングを可能にするため、新色は
すべて均一のインキ膜厚で印刷されています。

パントンフォーミュラガイド／2冊組（コート紙、上質紙）
PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated (two-guide set)

+新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録した、コート紙と上質紙のガイドのセット +扇形
に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比も確
認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1ペー
ジに7色収録 +色検索に便利なカラーインデック
ス、カラーチェッカー・ライティング・インディケー
ターを収録

パントンソリッドチップス／2冊組（コート紙、上質紙）
PANTONE SOLID CHIPS Coated & Uncoated (two-book set)

 +新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録した、コート紙と上質紙のチップブックのセット 
+カラーは色相、彩度順に配列され、1ページに7色
収録 +正確な色指定に不可欠の切り取り可能なカ
ラーチップを各色6枚利用可能 +色検索に便利な
カラーインデックスを収録 +補充用差し替えペー
ジも購入可能

パントンプレミアムメタリックガイド／コート紙 
PANTONE PREMIUM METALLICS Coated

+ポップできらめく新しい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ガイド 
+扇形に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比
も確認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1
ページに6色収録 +色検索に便利なカラーインデ
ックス、カラーチェッカー・ライティング・インディ
ケーターを収録

パントンプレミアムメタリックチップス／コート紙 
PANTONE PREMIUM METALLICS CHIPS Coated

 +新しい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チップブック +カラーは
色相、彩度順に配列され、1ページに6色収録 +正
確な色指定に不可欠の切り取り可能なカラーチッ
プを各色6枚利用可能 +色検索に便利なカラーイ
ンデックスを収録 +補充用差し替えページも購入
可能

PREMIUM METALLICS GUIDE, CHIPS BOOK

パントンパステル＆ネオン・ガイド（コート紙、上質紙）
PANTONE PASTELS &NEONS Coated & Uncoated

+新しい42色を含む56色のネオンカラー（蛍光
色）と154色のパステルカラー全210色をコート紙
と上質紙それぞれに印刷し収録したガイド +扇形
に開いて見る事ができ、各色のインキ調合比も確
認可能 +カラーは色相、彩度順に配列され、1ペー
ジに7色収録 +色検索に便利なカラーインデック
ス、カラーチェッカー・ライティング・インディケー
ターを収録

パントンパステル＆ネオン・チップス（コート紙、上質紙）
PANTONE PASTELS &NEONS CHIPS Coated & Uncoated

+新しい42色を含む56色のネオンカラー（蛍光
色）と154色のパステルカラー全210色をコート紙
と上質紙それぞれに印刷し収録したチップブック 
+正確な色指定に不可欠の切り取り可能なカラー
チップを各色6枚利用可能 +カラーは色相、彩度
順に配列され、1ページに7色収録 +色検索に便利
なカラーインデックス、カラーチェッカー・ライティ
ング・インディケーターを収録 +補充用差し替えペ
ージも購入可能

PASTELS & NEONS GUIDE, CHIP BOOK

パントンカラーブリッジ／コート紙
PANTONE COLOR BRIDGE Coated

パントンCMYK ガイド・セット（コート紙、上質紙）
PANTONE CMYK Coated & Uncoated Set

 +パントンプロセスカラー4色の掛け合わせによる
2,886色とそのスクリーン値を収録したコート紙と
上質紙のガイド2冊組 +扇形に開いて見る事がで
き、カラーは色相、彩度順に配列され1ページに16
色収録 +カラーチェッカー・ライティング・インデ
ィケーターを収録 +CTPを利用した完全なデジタ
ルワークフローで制作

COLOR BRIDGE CMYK

パントンカラーブリッジ・セット（コート紙、上質紙）
PANTONE COLOR BRIDGE Coated & Uncoated Set

+新色224色を含むソリッドカラー全1,341色を収
録したガイド +扇形に開いて見る事ができ、各色
につき4色プロセス印刷での近似色も並列表示し、
同時にそれぞれのスクリーン値も確認可能 +各色
のHTML値、RGB値を表示 +カラーは色相、彩度
順に配列され、1ページに7色収録 +色検索に便利
なカラーインデックス、カラーチェッカー・ライティ
ング・インディケーター、カラーチェッカー・プライ
マーを収録 +コート紙版と上質紙版の単品もしく
はセットで購入可能

GP1301 GP1303

GG1304 GB1304

GG1305 GB1305

GP4002

GP4003

パントンカラーブリッジ／上質紙
PANTONE COLOR BRIDGE Uncoated

GP4004

GP4001



（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
PANTONE® and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. ColorChecker is a trademark or registered trademark of X-Rite, Incorporated in the United States and/or other countries. All other names are 
trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any omission of such trademarks from any product is regretted and is not intended as an infringement on such trademarks. PANTONE Colors displayed here 
may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Color Publications for accurate color. Pantone LLC is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. © Pantone LLC, 2010. All rights reserved.

◆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。
ザ・インクテック株式会社　サカタインクス株式会社　大日精化工業株式会社　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　東京インキ株式会社　
東洋インキ製造株式会社　三星インキ株式会社　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

オンラインショップ

Product Information

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
〒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

GP1205 GGH200
GEB104

GB1204GG1207 BUILD 
BIGGER
IDE  AS

BUNDLES

OTHER PANTONE COLOR TOOLS

パントンカラーキュー2.1
PANTONE Color Cue®2.1

+携帯型の簡易測色器パントンカラーキュー2.1には、
PANTONE MATCHING SYSTEM®、PANTONE for 
fashion and home color system、PANTONE Goe™ 
Systemのライブラリがプリインストール +カラーサン
プルに当てクリックするだけで、最も近似
したパントンカラーをそれぞれのライ
ブラリから検索、表示し、それに付
随したCMYK、sRGB、HTML、
L★a★b★値等も確認可能 
+キャリングケース付き

パントンソリッド・イン・ヘキサクロームガイド
／コート紙
PANTONE SOLID IN HEXSCHROME® / coated

+パントンのソリッドカラー1,091色をCTPで出力された
FMスクリーンを用いてヘキサクロームでコート紙（C）に
印刷し収録した色見本帳で、各色についてCMYKOGの
各スクリーン値も掲載されているため、ソリッドカラーを
ヘキサクロームで再現する際に便利

+パントンソリッドカラーの1,114色を、10～80％ま
で、10％刻みで網点表示し、ハーフトーン、色
文字、反転文字などのカラー・エフェクト
を合わせて紹介した見本帳で、 単色や2
色刷りで効果的な網点（チント）表現でイ
ンパクトを与える事を目的としたデザイン
ワークに有効 +扇形ガイド、コート紙2本、
上質紙2本の合わせて4本セット +オリジ
ナルのケースに収録

+各種色見本帳をまとめてお得にご購入いただける
バンドルセットもご用意しております。セット内容は
下記一覧表でご確認ください。

パントンチント ガイド4本セット
／コート紙、上質紙
PANTONE TINTS four-guide set / coated, uncoated

パントンリファレンス・ライブラリ
PANTONE REFERENCE LIBRARY

パントンエッセンシャル・アドバンス
PANTONE ESSENTIALS ADVANCE

パントンエッセンシャル・ウィズ・エフェクト
PANTONE ESSENTIALS with EFFECTS

パントンエッセンシャル
PANTONE ESSENTIALS

パントンソリッドチップス・セット
PANTONE PLUS SERIES SOLID CHIPS Set

パントンソリッドガイド・セット
PANTONE PLUS SERIES SOLID Guide Set
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パントンメタリックフォーミュラガイド／コート紙

バンドルセット

PANTONE METALLIC FORMULA GUIDE coated

+デザインに華やかさを演出する301色のパントンのメタリックカラーをコート紙に印
刷し1ページに6色収録したガイドで扇形に開いて見ることができ各色のイ
ンキ調合比も確認可能 +基本の7色（871C、872C、873C、
874C、875C、876C、877C）については gloss 
aqueous coatingのオーバーコートが施された
ページもあわせて収録

パントンメタリックチップス／コート紙
PANTONE METALLIC CHIPS coated

+パントンメタリックカラー301色の正確な色指定に不可欠の、
コート紙のカラーチップを収録したチップブック +1ページに
6色収録され、各色6枚のチップを利用可能 +基本の7色
（871C、872C、873C、874C、875C、876C、877C）について
はglossaqueous coatingのオーバーコートが施されたペー
ジもあわせて収録 +補充用差し替えページも購入可能

従来のパントン®マッチングシステムを10年ぶりに全面改訂！
パントン・プラス・シリーズとして装いも新たに新発売！


