
※オペークのみ

PANTONE®

PLASTICS Color System™

Product Information

信頼できる確実な色の管理に…パントン
®

プラスチックカラーシステム
パントンプラスチックカラーシステムは、様々なプラスチック製品のデザイナー、製造会社の方々の

カラー選択、指定、そしてマッチングに役立つシンプルで使い易いツールです。

■ 幅広いレンジの透明色735色と不透明色1,005色を収録

■ 便利で、持ち運びしやすいバインダー形式のカラー・ライブラリー

■ 個々のカラーチップに番号が付き、すばやい検索と正確な指定が可能

■ パントンマッチングシステムの色とのクロスリファレンスを掲載



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）
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〒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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PANTONE®

パントンプラスチックカラーシステム

パントン・プラスチックオペークセレクター

プラスチックの色合わせの際にプラスチック以外の素材で色の選択・指定を試みて貴重な時間を
費やすよりは、パントンプラスチックカラーシステムを用いて迅速で、かつ正確な情報の伝達をす
ることをお勧めします。例えば、デザイナーが遠方の製造会社にチップを送ったり、もしその製造
会社もパントンプラスチックカラーシステムを持っていれば、デザイナーはチップの番号を指示す
るだけで製造の時間と費用のセーブが出来ます。

●  世界が認めたプラスチック用のカラーマネージメント・システムで、システム全体で1,740色の色見本を収録しました。
●  正確な色指定とカラー・コミュニケーションを容易にするため、個々のセレクターチップに色番号が付いています。
●  カラーチップはクロマチックに成形プラスチック・シート上に並べられ、リング式バインダーに収録されています。
●  カラーチップを組み合わせて、プレゼンテーション用のカスタム・パレットも容易に作成可能です。
●  クリアーなプラスチックカラーとその一貫性を維持するため、素材にはポリスチレンを使用しています。
●  個々のチップは、大きさが27×33mm（1.1×1.3 inches）で、3段階の厚みを持たせ：1, 2, 3mm（.04, .08, .12 inches) 、

厚みによる色の違いも確認できます。
●  補充用のセレクターチップも購入できます。
●  全色収録のフルセットの他、透明色または不透明色のみを収録したセットも購入可能です。
●  チップを収録したそれぞれのバインダーには、便利なインデックスが付いています。

●  不透明色1,005色を3冊のバインダーに収録しました。
●  グレー、ブラウン、パールカラー、蛍光色、メタリックカラーを含む多彩な色が揃っています。
●  パントンマッチングシステムの色に近似した色を約300色収録しました。
●  チップは表面がグロス仕上げで、裏面がマット仕上げとなっています。

PLASTICS Color System™

PANTONE PLASTICS opaque selector

パントン・プラスチックトランスペアレントセレクター

●  透明色735色を2冊のバインダーに収録しました。
●  グレー、ブラウン、パールカラー、蛍光色、メタリックカラーを含む多彩な色が揃っています。
●  チップは表裏ともグロス仕上げとなっています。

PANTONE PLASTICS transparent selector

パントン・プラスチック補充用チップ

●  補充用チップは、各色個別に購入可能です。
●  正確なカラーコミニュケーションを図るために、お使いください。

PANTONE PLASTICS selector chips

パントン・プラスチックオペーク＆トランスペアレントセレクタ－

●  不透明色1,005色を３冊、透明色735色を２冊、計５冊のバインダーに収録したフルセットです。

PANTONE PLASTIC opaque & transparent selector


