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殆どどんな表面でも、色をキャプチャー。

コンパクト、パワフル、スマート

イメージ、ファブリック、ペイント、プロダクト、自然物

キャプチャーした色を様々なクリエイティヴワークに活用。
印刷、ファッション、プロダクト、インテリア、パッケージ、Web、アニメーション

カラーを直接デザインに統合カラーを直接デザインに統合
キャップシュアでキャプチャーしたカラーとパレットを、
Adobe® Creative Suite®、QuarkXPress®、CorelDRAW®といった
主要なデザイン用ソフトウェアにエクスポートしてご利用いただけます。

自動アップデート自動アップデート

キャップシュアは、感じたカラーインスピレーションを何時でも、
何処でも即座にキャプチャーするクリエイティブツールです。
キャップシュアは、感じたカラーインスピレーションを何時でも、
何処でも即座にキャプチャーするクリエイティブツールです。

CAPSURE Syncを利用してデバイスを常に最新のカラーセレクション、
色数を備えた状態にアップデートします。

10,000色以上のパントンカラーにマッチング。

先進のカラーキャプチャー技術、多才さ、ポータビリティーを兼ね備えたキャップシュアは、
カラーおよびデザインのプロフェッショナルにとって必要不可欠なツールとなっています。

パントン® キャップシュア
by

Inspiration Anywhere.

PANTONE® and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. PANTONE Colors may not match PANTONE-identifi ed standards. Consult current PANTONE 
Color Publications for accurate color. CAPSURE is a trademark of X-Rite, Incorporated in the United States and/or other countries. Adobe and Creative Suite are 
trademarks of Adobe Systems Incorporated. QuarkXPress is a trademark of Quark, Inc. and its affi liates in the U.S. and/or other countries. CorelDRAW is a trademark of Corel 
Corporation. Pantone LLC is a wholly owned subsidiary of X-Rite, Incorporated. Portions © Pantone LLC, 2012. All rights reserved.
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キャップシュア＋フォーミュラガイド・バンドルセット
CAPSURE with FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated

パントン・プラスシリーズの全1677色を

収録したフォーミュラガイドのコート紙、

上質紙、新色336色補充版3冊セットと

キャップシュアをセットにし、お求め易

い価格で提供するバンドルセットです。

（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）

〒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

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。

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

〒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）
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

ローソン



テクスチャーのある表面テクスチャーのある表面

計測結果を最大100 色まで記憶計測結果を最大100 色まで記憶

by

Fashion Design

Interior Design

きめが粗く、ざらざらした表面でも複数の光源により陰となる部
分を低減し正確に色を読み取ります。

本体メモリーにキャプチャーした色を記憶させておく事が可能で
す。

模様のある物の測色模様のある物の測色

パレット構築ツールパレット構築ツール

キャップシュアは測色の際に2mm、4mm、8mmの有効径をセットできるため、
複雑な模様から4つの主要な色を識別、表示できます。

クリエイティビティを高める付属のパレットアプリケーションソフトウェアで
測色した色に対して調和した色、よりライトな色、よりダークな色、相似
した色を確認できます。

10,000 色10,000 色

テキスト、ボイスメモ、日付スタンプテキスト、ボイスメモ、日付スタンプ

Inspiration Anywhere.

本体に以下の主要なパントンカラーライブラリがプリインストールさ
れています。：
● ファッション+ホーム　● ペイント+インテリア
● プラスシリーズ（フォーミュラガイド、CMYKガイド） ● パントン・Goe

キャプチャーした結果を管理するために、注釈、日付スタンプ、ボイス
メモを付けることが可能です。

ソリッドカラーをCMYK値に変換ソリッドカラーをCMYK値に変換

HTMLとRGBHTMLとRGB

画面に測色し得られたソリッドカラーとその色番号、またプロセス印刷で近似
色を再現するためのCMYK値を表示します。

パントンソリッドカラーを異なるプラットフォームで適切にカラーマッチング
するために、Web、モニターで表示する際のHTML値、RGB値を確認できます。

Product Design

Graphic Design
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キャップシュア  RM200-PT01
販売価格：128,700円（税抜価格：117,000円）

（取扱店）

URL:https://ssl.u-c-s.co.jp/

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、トレンドカラーブック、マンセル
商品、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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