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Shelli's Message

私はハロウィンやクリスマスに友人や家族と集うのが大好きです。
実際、もう何年もの間、ガードナー家ではハロウィンパーティーを
開いているのですが、今までに送ったパーティーの招待状や 
パーティーギフトなどを、友人達はとても良く覚えていて、折りに 
触れ話題にのぼります。

皆さんにも同じような経験がありませんか？

パーティーの主催者が、真心を込めてゲストをお迎えしたいという 
気持ちを、ひと手間かけたハンドメイドの招待状（’Party’という 
言葉をスタンプしただけでも気持ちが盛り上がりますよね！）に 
託すだけで、その気持ちは必ず伝わり、パーティーに寄せる特別な
想いが高まります。

また、クリスマスは、ハンドメイドのカードやホームデコが最も 
盛んになるシーズンです。この機会に、友人や家族と楽しくカードを 
スタンピングする会を開いたり、クリスマスデコレーションを見に、 
行き来してはいかがですか？パーティー用のトリートパックや 
ギフトラッピング、友人へのカードやプレゼントなどに、あなた 
らしさを少し足すだけで、一年で一番盛り上がるシーズンがより 
思い出深いものになります！さらに、シーズンのお祝いを心待ちに 
しながら、皆で集まって一緒にクリスマスのアイテムをつくると、 
後で振り返った時に、そのひと時が宝物のような素敵な時間で 
あったことに気づくでしょう。

もしあなたがペーパークラフトの経験が浅く、初めてStampin’ Up!の 
カタログを手にしたとしても、どうぞご心配なく。経験豊富な
Stampin’ Up!のデモンストレーターが、シンプルなカードから少し
凝ったホームデコに至るまで、あらゆるアイディアをシェアして 
くれますよ！デモンストレーターからスタンプやインク、ペーパーの 
コーディネート方法などのアドバイスをもらって、ウィンター 
シーズンを思う存分楽しみましょう！

Happy Holidays!

Shelli Gardner 
（シェリ・ガードナー）
取締役会長、創業者

Our Products

Iinspiration

年間カタログのページ番号は、2016-2017版に対応しています。 
2016-2017版のカタログに関しましては、担当の 
デモンストレーターまでお問い合わせください。 

Stampin’ Up!のスタンプはフォトポリマー（感光性樹脂）で出来ており、 
透明なアクリルブロックにスタンプを貼り付けて使用することで、簡単に 
位置合わせができます。年間カタログのP. 6にフォトポリマースタンプの 

使い方が掲載されておりますので、ご参照ください。

全ての製品は、stampinup.co.jp/storeに 
製品コードを入力して検索することができます。

全てのスタンプは特に明記のない限り、原寸大で掲載しております。

クリアブロックは別売で、年間カタログP. 57に掲載しております。

このHalloween & Christmas Seasonal Selectionに掲載されて 
いるページ番号は、全てこの冊子内のページを表しています。

このビデオアイコンがある製品は、 
youtube.com/stampinupjapanで、 

製品や作り方などの情報をご確認いただけます。

Pinterestページ 
pinterest.com/stampinupjapanで、 
プロジェクトアイディアをチェックできます。

Stampin’ Up Japan公式Facebookページ
facebook.com/stampinupjapan/で、 

プロジェクトアイディアや最新情報をご覧いただけます。

著作権および商標について
当カタログのコンテンツに関する著作権は日本国法により保護されています。また、
著作権や商標はStampin’ Up!, Inc.(スタンピン・アップ）に帰属し、Stampin’ Up! 
Japan 合同会社（スタンピン・アップ・ジャパン）にライセンス供与されています。当 
カタログに掲載されているいかなるコンテンツに関しても、複製また一部コピーする 
ことは禁じられています。Stampin’ Up!(スタンピン・アップ）の製品購入者は製品を 
使用したハンドメイド作品販売時に、Stampin’ Up!のエンジェルポリシーに従い、 
会社の製品カタログにあるスタンプを使ってStampin’ Up!限定ライセンスを意味 
する著作権マークを入れなければなりません。エンジェルポリシーの詳細は
Stampin’ Up!公式ウェブサイトstampinup.co.jp内で閲覧でき、また 

Stampin’ Up! Japan(スタンピン・アップ・ジャパン）のデモンストレーターも 
所持しています。スタンプイメージの転写は固く禁じられています。

製品購入に関して
全ての製品はStampin’ Up!のデモンストレーターを通じてご購入ください。 

デモンストレーターは個人事業主であり、Stampin’ Up!社の従業員ではありません。
あなたのデモンストレーターが正確に製品のご注文を受け付けられるよう、オーダー
毎にご注文内容、製品番号、製品の説明、各製品の価格を正確に確認してください。 
デモンストレーターは注文完了後に注文書のコピーをお渡しします。この注文書は 
製品の受け取りが完了するまでご自身で保管してください。お客様都合による返品に 
つきましては、未使用、未開封の製品に限り、注文品お受け取り後、10営業日以内で 
あればクーリングオフができます。詳細はデモンストレーターに直接お問い合わせ 
ください。その他製品の配送、品質保証、返品、販売を終了した限定製品、不良品に 
ついての詳細は、Stampin’ Up!公式ウェブサイトstampinup.co.jpをご覧下さい。

商標について
Project LifeはBecky Higgins LLC（ベッキーヒギンス・エルエルシー）の 
登録商標です。Big Shot、Bigz、Framelits、Originals、Texture Boutique、 

Textured ImpressionsはEllison、Inc（エリソン・インコーポレーテッド）の登録商標
です。StāzOnおよびVersaMarkは株式会社ツキネコの登録商標です。Glue Dotsは
Glue Dots International（グルードッツインターナショナル）の登録商標です。Aqua 
Painter、Crystal Effects、In Color、Simply Created、Simply Pressed、Simply 
Scored、SNAIL Adhesive、Stampin’ Emboss、Stampin’ Glitter、Stampin’ Ink、 

Stampin’ Mist、Stampin’ Pad、Stampin’ Scrub、Stampin’ Up!、 
Stampin’ Write、Two-Step Stampin’、2 Step Stampin’ & Design、 
and UndefinedはStampin’ Up!(スタンピン・アップ）の登録商標です。 
This and ThatはStampin’ Up!（スタンピン・アップ）の商標です。

Stampin' Up Japan 合同会社（スタンピン･アップ・ジャパン）
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楽しいイベントがいっぱいのハロウィン＆クリスマス。Stampin’ Up!の
公認デモンストレーターが、あなたのスタンピングのお手伝いを 

いたします。ハロウィンのトリートパックをつくりたい！クリスマス用の 
ホームデコをつくってみたい！お友達を集めてパーティーやギフトの 
準備をしたい！など、何でもデモンストレーターにご相談ください。 
Stampin’ Up!の製品は全て公認デモンストレーターよりお買い 

求めいただけます。製品や作り方、クラスのスケジュールなど、ご質問や
ご不明の点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

with your demonstrator

Stampin’ Up!では、参加者を集めてくださる方をコーディネーターと呼んで 
います。コーディネーターとは、ホームパーティーの幹事さんのようなもの。 
あなたが集めたトライアルクラスのグループのご注文の合計が所定の金額に 
達すると、Stampin’ リワードプログラムに基づき、会社からささやかなお礼を
させていただきます。コーディネーターに興味がある方は、担当の 
デモンストレーターがフォローいたしますので、お気軽にご相談ください。

*　上記金額は小売対象製品の税抜き価格の注文合計額です。 
**　ご注文時に、相当額の製品をお選びください。

グループオーダー合計* リワード金額**

15,000円以上　30,000円未満 1,500円
30,000円以上 3,500円

have fun

コーディネーターになりませんか？

Season
Enjoy

the

Stampin’リワードプログラム

get creative

◎表示価格には消費税が含まれません。カッコ内が税込価格です。 ※価格は2016年8月1日付の税率をもとに計算されています。 ◎印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合があります。 ◎イメージ像には、日本で 
発売されていない製品が含まれている場合があります。◎カタログ内のイメージサンプルは販売しておりません。 ◎サイズの表記についてはインチからの換算につき多少の誤差があります。 ◎在庫に限りがあるため、 
予告なく販売を終了する場合があります。予めご了承ください。
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Candy
   cane lane

GINGERBREAD IMAGERY IS THE PERFECT RECIPE 
FOR YOUR CHRISTMAS GOODIE GIFTING

you can make it
クッキーカッタークリスマス・スタンプセット ❖ P. 5
142043 ¥3,010 （税込 ¥3,250）

デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
キャンディー・ケーン・レーン ❖ P. 6
141981 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

A4カードストック ❖ 年間カタログ P. 58
 ウィスパーホワイト ❖ 106549 ¥1,070 (税込 ¥1,155）

クラッシック Stampin’ Pad ❖  
年間カタログ P. 52-53

 クランブルケーキ ❖ 137445 ¥930 （税込 ¥1,004）
 アーリーエスプレッソ ❖ 137448 ¥930 （税込 ¥1,004）
 リアルレッド ❖ 137478 ¥930 （税込 ¥1,004）

ベーカーズトワイン・ 
キャンディー・ケーン・レーン ❖ P. 6
141983 ¥860 （税込 ¥928）

2インチ（5.1cm）、・サークルパンチ ❖ 年間カタログ P. 68
137812 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

いろいろなデザインのタグを 
一度にたくさん作れます。
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クッキーカッタークリスマス ❖ スタンプ17種
Cookie-Cutter Christmas ❖ 142043 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、G
２ステップ    クッキーカッター・パンチ (P. 5)とコーディネートできます。

クッキーカッター・パンチ
140396 ¥2,590 （税込 ¥2,797）
各パーツを組み合わせてデザインを作れます。 
イメージ最大サイズ：4.3 x 5.7 cm

クッキーカッタークリスマス・ 
スタンプセット

クッキーカッター・ 
パンチ

143493 ￥5,040 （税込 ¥5,443）

bundle & 10% off

クッキーカッター・パンチで 
カットしたスタンプ 
イメージは、いろいろな 
プロジェクトに大活躍！
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gifts wrapped with 
DSP under the tree

デザイナーシリーズ・ペーパー・キャンディー・ケーン・レーン
141981 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
12枚（両面デザインシート6種×各2枚）、12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)
アシッドフリー、リグニンフリー
クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、リアルレッド、ウィスパーホワイト

12x12インチ・ 
カードストック・リアルレッド 
141982 ¥1,580 （税込 ¥1,706） 
20枚、12×12インチ(30.5 x 30.5 cm)
アシッドフリー、リグニンフリー

3/4インチ(1.9 cm)・ 
ステッチド・エッジリボン・ 
リアルレッド
141984 ¥1,220 （税込 ¥1,317）
全長 9.1m
リアルレッド、ホワイト

デザイナーワシテープ・ 
キャンディー・ケーン・レーン
141985 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（全5種×1ロール） 
1 cm、1.3 cm、1.6 cm幅 
各デザイン：全長4.6m リグニンフリー
リアルレッド

ベーカーズトワイン・ 
キャンディー・ケーン・レーン
141983 ¥860 （税込 ¥928）
2スプール：リアルレッド×1、 
ホワイト＆レッドメタリックスレッド×1 
各 全長 22.9 m
リアルレッド、ホワイト

スタンプをデザイナーシリーズ・ペーパーや 
カードストックとアレンジすれば、かわいい 
ギフトラッピングがつくれます。
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スタンダード・ 
カッティングパッド

スタンダード・ 
カッティングパッド

ダイ

用紙１枚

マグネット・ 
プラットフォーム 

スタンプイメージを、マグネット・ 
プラットフォームでカットする場合

細かいイメージのダイを、プレジション 
ベースプレートでカットする場合

サンドウィッチの作り方 サンドウィッチの作り方

スタンダード・ 
カッティングパッド

ダイ

用紙１枚

プレジションベースプレート 
（ラベル面を下向きに置く）
薄いダイの時に使用する 
アダプター ＋ Big Shot 
プラットフォーム

*磁気がペースメーカーの作動に影響を及ぼす場合があります。

マグネット・プラットフォーム*
137674 ¥5,100 （税込 ¥5,508）
カッティングの際に、スタンプイメージ上の所定の位置に 
FramelitsダイやThinlitsダイを固定するのに便利な 
プラットフォーム。

Check it out  
各種ダイやエンボスフォルダーは 

年間カタログにも掲載されています。  

Big Shotダイブラシ
140603  ¥1,570 （税込 ¥1,695）
ダイの細かいペーパー屑を簡単に取り除けるブラシ。 
フォームパッド：11.4 x 17.8 cm
ブラシ： 3.8 x 14 cm

プレジションベースプレート
139684  ¥3,590 （税込 ¥3,877）
Thinlitsダイの細かいデザインを、よりきれいにカット 
できるスチールプレート。

Big Shot・ダイカットマシン 
143263  ¥14,289 （税込 ¥15,432） 
Big Shotマシンにダイとフォルダーを通せば、簡単に 
スタンプイメージをカットしたり、エンボス加工することが 
できます。セットになっているスタンダード・カッティング 
パッド、Big Shot プラットフォームと合わせてご使用 
ください。 細かいイメージのダイをカットする時は、 
プレシジョンベースプレート（P. 7・別売)をご使用ください。

Big cutting & embossing 
with one machine

shot
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Thinlitsダイ・スターライト
141840 ¥4,170 （税込 ¥4,503）
ダイ7種、イメージ最大サイズ：7.8 x 9.5 cm 
スターオブライト・スタンプセット（P. 8）とコーディネートできます。 
このダイの使用にはBig Shot（P. 7）が必要です。 また、細かいデ
ザインにはプレシジョンベースプレート(P. 7)を併用してください。

スターオブライト ❖ スタンプ21種
Star of Light ❖ 142110 ¥3,730 （税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、E
２ステップ    Thinlitsダイ・スターライト(P. 8)とコーディネートできます。

スターオブライト・ 
スタンプセット

Thinlitsダイ・ 
スターライト

143508 ￥7,110 （税込 ¥7,678）

bundle & 10% off
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グリッターEmbossパウダー
各 ¥860 （税込 ¥928）
VersaMarkパッドでスタンプしたイメージの上に 
パウダーを乗せ、ヒートツール（年間カタログ P. 63）で 
ヒートエンボスすると、グリッターの質感が楽しめます。14 g

 リアルレッド ❖ 142635 
 エメラルド・エンビー ❖  

142668 （2016-2018 In Color）

ホワイトギフトボックス
142000 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
ボックス×8、アセテートスリーブ×8
ボックスサイズ：7.6 x 7.6 x 7.6 cm、食品に安全。

メタリックスレッド・コンボパック 
142003 ¥890 （税込 ¥961）
2スプール：チェリーコブラー×1、
エメラルド・エンビー（2016-2018 In Color）×1 
各 全長 45.7 m

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ファンシーフロスト 
142014 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
白地に施されたデザインは、インクをつけると浮き彫りになります。12枚（片面デザインシート6種×各2枚） 
12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)、アシッドフリー、リグニンフリー
ホワイト

スポンジブレイヤー
141714 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
インクでのカラーリングにご使用ください。 
ハンドル2本とスポンジ4つがセットに 
なっています。スポンジ幅：4.4ｃｍ

細かいイメージのダイをカットする時は、 
プレシジョンベースプレート（P. 7)を 
使用すると便利です。
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ジャー・オブ・チアー ❖ スタンプ13種
Jar of Cheer ❖ 142161 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G
２ステップ    Framelitsダイ・エブリディジャー(P. 10)とコーディネートできます。

Framelitsダイ・エブリディジャー
141490 ￥4,740 （税込 ¥5,119）
ダイ17種、イメージ最大サイズ：7.5 x 4.9 cm
ジャー・オブ・チアー・スタンプセット（P. 10）、 
ジャー・オブ・ラブ・スタンプセット(年間カタログ P. 31）と 
コーディネートできます。 このダイの使用には
Big Shot(P. 7)が必要です。
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Thinlits ダイ・フェスティブ・ 
スティッチング
141837 ¥3,730 （税込 ¥4,028）
ダイ10種イメージ最大サイズ：7 x 7 cm
フェスティブ・シーズン・スタンプセット（P.11)と
コーディネートできます。このダイの使用には 
Big Shot（P. 7）が必要です。

Framelitsダイ・ 
パーフェクトパインズ
139665 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
ダイ11種、イメージ最大サイズ：7.5 x 5.9 cm
フェスティブ・シーズン・スタンプセット（P.11)、 
フォクシーフレンズ・スタンプセット(年間 カタログ 
 P. 27）とコーディネートできます。このダイの 
使用にはBig Shot(P. 7)が必要です。

ベーカーズトワイン・トリオパック
141999 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
3スプール：各22.9 m
チェリーコブラー、ガーデングリーン、ゴールド 

フェスティブ・シーズン・ 
スタンプセット

Thinlitsダイ・フェスティブ・ 
スティッチング

143527 ￥6,060 （税込 ¥6,544）

bundle & 10% off

フェスティブ・シーズン ❖ スタンプ12種
Festive Season ❖ 142071 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、E
２ステップ    1インチ・サークルパンチ、1-1/4インチ・サークルパンチ（ともに年間カタログ P. 68）とコーディネートできます。    Framelitsダイ・パーフェクトパインズ(P. 11)、 
Framelitsダイ・スター（年間カタログ P. 73）、Thinlitsダイ・フェスティブ・スティッチング（P. 11)とコーディネートできます。

スタンプイメージに
ステッチすれば、
遊び心のある 
デザインに。
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Presents
   & pinecones

brighten your christmas with 
playful and festive images

デザイナーシリーズ・ペーパー・プレゼント＆パインコーン
141986 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
12枚（両面デザインシート6種×各2枚）、12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)、アシッドフリー、リグニンフリー
チェリーコブラー、ディライト・ディジョン、アーリーエスプレッソ、エメラルド・エンビー（2016-2018 In Color）、 
ミントマカロン、ウィスパーホワイト

カードストックパック・プレゼント＆ 
パインコーン
143213 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4、アシッドフリー、リグニンフリー
チェリーコブラー、エメラルド・エンビー（2016-2018 In Color） 
チック・ウィスパーホワイト
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Thinlitsダイ・プリティーパイン
141851 ¥3,730 （税込 ¥4,028）
ダイ13種、イメージ最大サイズ：2.5 x 8.9 cm
クリスマスパイン・スタンプセット（P. 13）とコーディネート 
できます。このダイの使用にはBig Shot (P. 7)が必要です。
また、細かいデザインにはプレシジョンベースプレート 
(P. 7)を併用してください。

クリスマスパイン ❖ スタンプ22種
Christmas Pines ❖ 142049 ¥5,030 （税込 ¥5,432） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、E、H
2ステップ    Thinlitsダイ・プリティーパイン (P. 13)とコーディネートできます。

クリスマスパイン・ 
スタンプセット

Thinlitsダイ・ 
プリティーパイン

143496 ￥7,880 （税込 ¥8,510）

bundle & 10% off
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3/8インチ (1 cm) ・シルキータフタリボン・コンボパック 
141989 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
2ロール
各 全長 4.6 m 
チェリーコブラー、エメラルド・エンビー（2016-2018 In Color）

デザイナーワシテープ・プレゼント＆パインコーン
141988 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（全5種×1ロール）  
1 cm、1.3 cm、1.6 cm幅 
各デザイン：全長4.6m、リグニンフリー
チェリーコブラー、ディライト・ディジョン、エメラルド・エンビー（2016-2018 In Color）、ミントマカロン

Textured Impressions 
エンボスフォルダー・パインボー
141831 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
15.7 x 11.4 cm
この製品の使用にはBig Shot (P. 7)が必要です。

オンブルStampin’ Pad™ 
エメラルド・エンビー
141845 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
インクパッドがグラデーションになっているので、 
淡色から濃色への色合いを楽しめます。
インクを二度付けしないでください。 ※エメラルド・エンビーは2016-2018 In Colorコレクションです。

you can make it
クリスマスパイン・スタンプセット ❖ P. 13
142049 ¥5,030 （税込 ¥5,432）

ノートカード＆エンベロップ ❖ 年間カタログ P. 58
 ウィスパーホワイト ❖ 137984 ¥850 （税込 ¥918）

クラッシックStampin’ Pad ❖ 年間カタログ P. 51-52
 アーリーエスプレッソ ❖ 137448 ¥930 （税込 ¥1,004）
 ミントマカロン ❖ 141366 ¥930 （税込 ¥1,004）

デザイナーワシテープ・ 
プレゼント＆パインコーン ❖ P. 14
141988 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

3/8インチ(1 cm)・シルキータフタリボン・ 
コンボパック ❖ P. 14
141989 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
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ワンダラスリース・スタンプセット

Framelitsダイ・ワンダフルリース

137624 ￥6,580 （税込 ¥7,106）

bundle & 10% off

ワンダラスリース ❖ スタンプ9種
Wondrous Wreath ❖ 135047 ¥3,730 （税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、E
２ステップ    Framelitsダイ・ワンダフルリース(P. 15)とコーディネートできます。

Framelitsダイ・ワンダフルリース
137657 ¥3,590 (税込 ¥3,877)
ダイ７種、イメージ最大サイズ：7.6 x 7.6 cm
ワンダラスリース・スタンプセット(P. 15)と 
コーディネートできます。 このダイの使用には 
Big Shot (P. 7)が必要です。
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Warmth
    & cheer

textile christmas patterns create  
a warmhearted, homespun feeling

12 x12インチ・カードストックパック・ 
ウォーム・アンド・チアー
141992 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全2色×10枚）、  
12×12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー
チェリーコブラー、ガーデングリーン

デザイナーシリーズ・ペーパースタック・ウォーム・アンド・チアー
141991 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート12種×各4枚）、 6 × 6インチ (15.2 x 15.2 cm)、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、チェリーコブラー、クランブルケーキ、ディライト・ディジョン、ガーデングリーン、ウィスパーホワイト
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ハング・ユア・ストッキング ❖ スタンプ19種
Hang Your Stocking ❖ 142114 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D
２ステップ    Thinlitsダイ・クリスマス・ストッキング (P. 17)とコーディネートできます。 

ハング・ユア・ストッキング・ 
スタンプセット

Thinlitsダイ・クリスマス・ 
ストッキング

143512 ￥6,580 （税込 ¥7,106）

bundle & 10% off

デザイナーワシテープ・ウォーム・ 
アンド・チアー
141994 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（全5種×1ロール）、1 cm、1.3 cm、1.6 cm幅
各デザイン：全長4.6 m、リグニンフリー
ベーシックブラック、チェリーコブラー、 
クランブルケーキ、ガーデングリーン

クラフト・ロープトリム
141996 ¥710 （税込 ¥766）
全長 13.7m

ダイナミックTextured Impressions・ 
エンボスフォルダー・ケーブルニット
143537 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
6×6インチ（15.2×15.2 cm）、 
ダイナミックTextured Impressions・エンボス 
フォルダーは従来のエンボスフォルダーより 
深い凹凸を作ることができます。
この製品の使用にはBig Shot (P. 7)が必要です。

Thinlitsダイ・クリスマス・ストッキング
141841 ¥4,310 （税込 ¥4,654）
ダイ17種、イメージ最大サイズ：7 x 7.1 cm
ハング・ユア・ストッキング・スタンプセット（P.17)と 
コーディネートできます。 このダイの使用にはBig Shot 
(P. 7)が必要です。また、細かいデザインにはプレシジョン 
ベースプレート (P. 7)を併用してください。
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シェイク＆セレブレート ❖ スタンプ31種
Shake & Celebrate❖ 142059 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、E、G
Framelitsダイ・シェイカーシェイプ(P. 18)とコーディネートできます

シェイク＆セレブレート・ 
スタンプセット

Framelitsダイ・ 
シェイカーシェイプ

143502 ￥6,190 （税込 ¥6,685）

bundle & 10% off

Framelitsダイ・シェイカーシェイプ
141834 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
ダイ22種、イメージ最大サイズ：7.3 x 5.9 cm
シェイク＆セレブレート・スタンプセット（P. 18)とコーディネートで
きます。このダイの使用にはBig Shot (P. 7)が必要です。

マイカフレーク・トリオパック
141998 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
シェイカーフレームの中身や、 
雪などをイメージにピッタリな 
グリッターフレーク。 
3パック、各14 g
ホワイト、ゴールド、グリーン
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スタンプを重ねて一つの 
イメージにすることもでき、 
また、それぞれを別々にダイ 
カットすることもできます。

>>>

>

Thinlitsダイ・ 
ホーム・スウィート・ホーム
140279 ¥5,400 （税込 ¥5,832）
ダイ22種
イメージ最大サイズ：13.7 x 12.1 cm
このダイの使用にはBig Shot（P. 7）が必要です。

スウィートホーム・ 
スタンプセット

Thinlitsダイ・ 
ホーム・スウィート・ホーム

143516 ￥7,560 （税込 ¥8,164）

bundle & 10% off

スウィートホーム ❖ スタンプ25種
Sweet Home ❖ 140936 ¥3,010 （税込 ¥3,250) ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、E、G
２ステップ    Thinlitsダイ・ホーム・スウィート・ホーム(P. 19)とコーディネートできます。

スウィートホーム・スタンプセットとコーディネート 
されたダイは、ウィンターシーズンだけでなく、 
年間を通して使えるデザインです！
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Halloween
    night

classic halloween designs 
frighteningly perfect for 
treats and more

you can make it
スプーキーファン・スタンプセット ❖ P. 21
142236 ¥2,290 （税込 ¥2,473）

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
ハロウィンナイト ❖ P. 21
142022 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

A4カードストック ❖ 年間カタログ P. 58
 ウィスパーホワイト 

106549 ¥1,070 （税込 ¥1,155）

アーカイバルStampin’ Pad ❖ 年間カタログ P. 62
 ベーシックブラック

140931 ¥1,000 （税込 ¥1,080）

ベーカーズ・トワイン・ハロウィンナイト ❖ P. 21
142027 ¥860 （税込 ¥928）

ホワイトギフトボックス ❖ P. 9
142000 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

1-3/8インチ（3.5 cm）サークルパンチ ❖ 年間カタログ P. 68
137811 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

1/16インチ（1.6 mm）・サークルパンチ ❖ 年間カタログ P. 68
137820 ¥1,290 （税込 ¥1,393）

スプーキーファン・スタンプセット(Ｐ. 21)と
ハロウィンナイトシリーズをコーディネート 
すれば、かわいいパッケージがつくれます。
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スプーキーファン  
スタンプセット

Edgelitsダイ・ 
ハロウィンシーン

144437 ￥5,290 （税込 ¥5,713）

bundle & 10% off

デザイナーワシテープ・ 
ハロウィンナイト
142026 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（全5種×1ロール） 
1 cm、1.3 cm 幅 
各デザイン：全長4.6 m、リグニンフリー
ベーシックブラック、オールドオリーブ、パーフェ
クトプラム、パンプキンパイ、シルバー

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ハロウィンナイト
142022 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
12枚（両面デザインシート5種x 各2枚、片面フォイル加工シート2種 x 各1枚）、12×12インチ (30.5 x 30.5 cm) 
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、ベーシックグレー、パンプキンパイ、シルバー、ウィスパーホワイト

エナメルドット・ハロウィンナイト 
142025 ¥570 （税込 ¥615）
エナメルドット 
96個（全3色×各16個×各2サイズ） 
4 mm、4.8 mm幅
オールドオリーブ、パーフェクトプラム、 
パンプキンパイ

ベーカーズ・トワイン・ 
ハロウィンナイト 
142027 ¥860 （税込 ¥928）
ハロウィンカラーにベーシック 
ブラックをミックスしたトワイン。 
2スプール：各22.9 m
ベーシックブラック、ベーシックグレー、 
パンプキンパイ

Edgelitsダイ・ハロウィンシーン
141842 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ6種
イメージ最大サイズ：5.7 x 10.8 cm 
このダイの使用にはBig Shot（P. 7）が必要です。

12×12インチ・カードストックパック・ 
ハロウィンナイト
142023 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全2色×10枚） 
12×12インチ(30.5 x 30.5 cm)  
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックグレー、パンプキンパイ 

スプーキーファン ❖ スタンプ19種
Spooky Fun ❖ 142236 ¥2,290 （税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、G
 Edgelitsダイ・ハロウィンシーン (P. 21)とコーディネートできます。
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Thinlitsダイ・ 
ベーカーズボックス
138279 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
カップケーキのようなスイーツを 
入れるのに最適なボックスが作れる 
ダイ。ダイ9種、ボックスの仕上がり 
サイズ：10.5 x 5.4 x 6.7 cm
このダイの使用にはBig Shot(P. 7)が必要です。

フォールフェスト・ 
スタンプセット

Framelits ダイ・ 
ファンフォール

137628 ￥5,410 （税込 ¥5,842）

bundle & 10% off

グリマーペーパー・パンプキンパイ
142029 ¥710 （税込 ¥766）
キラキラしたグリマーのペーパー。
12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)×2枚
パンプキンパイ

Framelitsダイ・ファンフォール 
135856 ¥3,730 （税込 ¥4,028）
ダイ8種
イメージ最大サイズ：4.5 x 5.7 cm
フォールフェスト・スタンプセット（P. 22)と 
コーディネートできます。このダイの使用には 
Big Shot(P. 7)が必要です。

フォールフェスト ❖ スタンプ11種
Fall Fest ❖ 135194 ¥2,290 （税込 ¥2,473）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C
２ステップ    Framelitsダイ・ファンフォール(Ｐ. 22)とコーディネートできます。
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Cupcake 
toppers

ハロウィン＆クリスマスは、ハンドメイドの 
ギフトラッピングやホームデコを 

思いっきり楽しめる季節！ 
みんなで集まってアイディアを出し合いながら、 

パーティーやギフトの準備を、 
ワイワイ楽しんでみてはいかが？ 

何をつくったら良いのか分からなくても大丈夫。 
Stampin’ Up!の公認デモンストレーターが、 

あなたのご希望に合わせたプランを 
ご提案します。まずはお気軽に 

担当デモンストレーターにご相談ください。

Make it 
together!

with your demonstrator!
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Information:

stampinup.co.jp
STAMPIN’ UP JAPAN 合同会社

0120－912－762 
（平日 9:15～17:00） 

  Ｅメール：SUPPORTJP@STAMPINUP.COM
参考価格/1部 ￥205（税込）

japan

Halloween & Christmas Seasonal  
Selectionをお楽しみいただけましたか？ 
Stampin’ Up!の年間カタログでも、 
まだまだ素敵な製品を紹介しています 
ので、是非チェックしてみてください。

年間カタログをご希望の方は、担当の 
デモンストレーターまでお問い合わせください。

Want 
More?

contact your demonstrator


