
EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

9781590654668 GP1601A フォーミュラガイド/2冊組(コート紙、上質紙)  ¥30,800 ¥28,000

9781590654675 GP1606A ソリッドチップス/2冊組(コート紙、上質紙) ¥74,800 ¥68,000

PRP ソリッドチップス/差し替えページ　（新版）　（1枚/単位） ¥1,760 ¥1,600

9781590654750 GG6103A カラーブリッジ/コート紙  ¥35,860 ¥32,600

9781590654767 GG6104A カラーブリッジ/上質紙  ¥35,860 ¥32,600

9781590654743 GP6102A カラーブリッジ・セット(コート紙、上質紙)  ¥61,380 ¥55,800

9781590655450 GP5101B CMYKガイド・セット(コート紙、上質紙)     改訂版                                              ¥29,040 ¥26,400

9781590655078 GG1504A パステル＆ネオン・ガイド(コート紙、上質紙)  ¥18,480 ¥16,800

9781590655061 GB1504A パステル＆ネオン・チップス(コート紙、上質紙)  ¥35,090 ¥31,900

PRP-NEW パステル＆ネオン・チップス/差し替えページ　（1枚/単位） ¥1,760 ¥1,600

9781590654583 GG1507A メタリック・ガイド　 ¥26,180 ¥23,800

9781590654590 GB1507A メタリック・チップブック　 ¥59,290 ¥53,900

PRP-NEW メタリック・チップブック/差し替えページ　（1枚/単位） ¥1,760 ¥1,600

848826026978 LNDS-1PK-D50 パントン・ライティング・インディケーター・ステッカー ※ 光源 D50用 ¥10,340 ¥9,400

848826027470 LNDS-1PK-D65 パントン・ライティング・インディケーター・ステッカー※ 光源 D65用 ¥10,340 ¥9,400

9781590654804 GP1605A ソリッドガイド・セット
(内容)　フォーミュラガイド/2冊組、パステル&ネオン・ガイド、メタリック・ガイド

¥65,340 ¥59,400

9781590654781 GP1608A ソリッドカラー・セット
(内容)　フォーミュラガイド/2冊組、ソリッドチップス/2冊組

¥91,960 ¥83,600

9781590654811 GPG301A   エッセンシャル
(内容)  フォーミュラガイド/2冊組、カラーブリッジ･セット、CMYKガイド・セット

¥106,480 ¥96,800

9781590654828 GPG304A ポータブル・ガイド・スタジオ
(内訳)　フォーミュラガイド/2冊組、カラーブリッジ・セット、CMYKガイド・セット、パステル＆ネオン・ガイド、メタリック・ガイド

¥144,100 ¥131,000

9781590654835 GPC305A
リファレンス・ライブラリ
(内容) ◆ガイド：フォーミュラガイド/2冊組、カラーブリッジ・セット、CMYKガイド・セット、パステル&ネオン・ガイド、メタリック・ガイド
 ◆チップブック：ソリッドチップス/2冊組、 パステル&ネオン・チップス、メタリック・チップブック

¥306,130 ¥278,300

EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

9781590655108 FHIC100A コットン・スワッチライブラリ     　　　　　　 ¥1,471,800 ¥1,338,000

9781590655122 FHIC200A コットン・パスポート　　　　　 　　 ¥122,100 ¥111,000

9781590655146 FHIC300A コットン・プランナー　              ¥207,900 ¥189,000

9781590655160 FHIC400A コットンチップ・セット　            ¥454,300 ¥413,000

SWCD TCX コットン・スワッチカード　（1枚/単位） ¥2,255 ¥2,050

9781590655184 FHIP110A カラーガイド/ペーパー版　　（ 2冊組 ） ¥40,700 ¥37,000

9781590655535 FHIP110COY22 ファッション・ホーム + インテリア・カラーガイドパントン・カラー・オブ・ザ・イヤー 2022 限定版 ¥36,300 ¥33,000

9781590655207 FHIP210A カラースペシファイヤー/ペーパー版  　（ 2冊組 ）  ¥118,580 ¥107,800

9781590655221 FHIP230A カラースペシファイヤー＆ガイド/ペーパー版　　（ 2冊組 ） ¥147,400 ¥134,000

9781590655504 FHIP610A ペーパー・トラベラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ¥75,900 ¥69,000

FHIPRP カラースペシファイヤー/差し替えページ　（1枚/単位） ¥1,760 ¥1,600

TPG TPG シート　（1枚/単位） ¥2,420 ¥2,200

9781590654903 FFS200 ポリエステル・スワッチブック ¥141,570 ¥128,700

SWTSX ポリエステル・スワッチカード　（1枚/単位） ¥2,563 ¥2,330

9781590652053 FFN100 ナイロン・ブライト・セット ¥24,860 ¥22,600

SWCDTN ナイロン・ブライト・スワッチカード　（1枚/単位） ¥2,563 ¥2,330

パントン商品 価格表（2022年5月16日改定 ）

◆  パントンマッチングシステム                                                  

◆ バンドルセット

◆ パントン・ファッション・ホーム+インテリア・カラーシステム   （FHI）                                                           



EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

9781590654613 FHIP310N メタリック・シマーズ・カラーガイド ¥24,530 ¥22,300

9781590654620 FHIP410N メタリック・シマーズ・カラースペシファイヤー ¥58,080 ¥52,800

9781590655054 FHIP530N メタリック・シマーズ・カラースペシファイヤー&ガイド・セット ¥67,980 ¥61,800

TPM メタリック・シマーズ・TPM シート   　（1枚/単位） ¥2,420 ¥2,200

EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

VCP-1 ビューカラー・プランナー （単品：1シーズン）　 ¥188,760 ¥171,600

VCP-2 ビューカラー・プランナー （年間一括：2シーズン分） ¥358,600 ¥326,000

VH2023 ビュー・ホーム + インテリア 2023 （コットンスワッチ付） 　（年1回発行）　 ¥112,200 ¥102,000

VH2023-BOOK ビュー・ホーム + インテリア 2023 （年1回発行） ¥74,800 ¥68,000

VIEWPOINT-1 ビューポイント・カラー （単品）　 ¥19,360 ¥17,600

VIEWPOINT-2 ビューポイント・カラー （年間一括：2冊分）  ¥38,500 ¥35,000

EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

9781590652558 STG201 スキントーン・ガイド ¥16,720 ¥15,200

EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

PSC−PS1755 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 ¥1,705,000 ¥1,550,000

PTTC100 チント & トーン・コレクション ¥200,200 ¥182,000

PQ プラスチック・チップス    （1枚/単位） ¥4,840 ¥4,400

EANコード 品番 商 　品　 名 価格(税込) 本体価格(税別)

7640111922339 RM200-PT01 キャップシュア　 ¥128,700 ¥117,000

P3 標準光源ブース　PANTONE3　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　※ 価格についてはお問い合わせください。

PCNCT-CARD カラーマッチカード　　シングル ¥2,310 ¥2,100

PCNCT-CARD-25 カラーマッチカード　　25枚パック ¥45,980 ¥41,800

〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-9-1神宮前AKビル303　　TEL：(03) 5771-3300　　FAX：(03) 6383-1910

営業時間：11 : 00～18 : 00 　　土日祝日休み 

URL ： https://www.pj-color.com

株式会社 ユナイテッド・カラー・システムズ

                                                                       〒224-0032 〒224-0032

                                                                       横浜市都筑区茅ヶ崎中央45-14村田ビル7F神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央45-14 村田ビル7F

                                                                       TEL : (045)944-1116 FAX : (045)944-1117TEL：(045) 944-1116　FAX：(045) 944-1117

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

■ 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。   

◆ パントン FHI メタリック・シマーズ                                                           

◆ トレンド・フォーキャスト・ブック

◆ パントン・スキントーン・ガイド                                                                                    

◆ パントン・プラスチック・カラーシステム                                                                        

◆ ソフトウエア・機器類                                                                                                

■ 本価格表に記載のない商品の価格については、お手数でも当社または取扱店宛にお問い合わせ下さい。 

　　正確なカラーコミュニケーションを図るため、定期的に新しい見本帳に交換することをお薦めします。

　パントンカラーリソースP.J  

各種パントン色見本帳、パントンユニバース商品、トレンドブック、ソフトウエアを実際にご覧いただけるショップ&ショールームです。お気軽にお立ち寄りください。

PANTONE(R) and other Pantone, LLC trademarks are the property of Pantone,LLC.

販売店


