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Shelli (取締役会長) & Sterling
Shelliは1988年に自宅でStampin’ Up!を創業しました。

Shalae, Jon  
& Family

Sage, Jason & Family
Megan, Nate & Family

Stampin’ Up!本社
アメリカ合衆国・ユタ州のリバートンにある、ペーパークラフトの 

リーディングカンパニー。アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、南太平洋、 
そして日本で、約5万人の公認デモンストレーターが活躍しています。

Sara (CEO) with Sean & Family
Shanna & Family

好きなことだから続ける。 好きなことだから分かち合う。 つくる楽しさ、出来あがる喜びの お手伝いをすることで、より良い 明日が見えてくる。

Gardner Family

Statement of the Heart
ステートメント・オブ・ハート

Stampin’ Up!カタログをご覧の皆様へ

Stampin’ Up! は、1988年に我が家のリビングルームからスタート 
しました。注文を受け、日々の仕事から学び、夢を信じていました。その
夢とは、ものづくりを楽しみながら交流する機会を多くの方に提供する
ことで、これこそが創業の目的でした。設立当時から、当社と似たような 
製品は一般の店舗で既に売られていましたが、私達は製品販売の 
先にある、もっと特別なものを提供したいと思っていました。それは、 
デモンストレーターや友人達と、色合わせやデザインの組み合わせなどに 
ついて色 と々思い描きながら、皆で集ってつくることを楽しむ交流の 
場です。そして、夢は現実となりました。Stampin’ Up! が提供する 
製品は高い評価を得ており、更にデモンストレーターはお客様を 
親身にサポートし、皆で集まってスタンピングを楽しめる機会を提供して 
います。スタンプという製品が、人の交流を育む―素晴らしい流れだと 
思いませんか？皆様もそう思ってくださっていると嬉しいです。どうぞこの 
カタログから更なるインスピレーションを受けて、友人や家族と一緒に
思いっきりスタンピングを楽しんでくださいね！

Shelli Gardner （シェリ・ガードナー）
取締役会長、創業者
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全ての製品はオンラインストアstampinup.co.jp/storeでもご覧いただけます。

ACCESSORIES & MORE
カラーコレクション	 50

インクパッド
インクレフィル
カードストック
マーカー
各種エンベリッシュメント

ペーパー	 54
デザイナーシリーズ・ペーパー
カードストックパック
デザイナーシリーズ・ペーパースタック

スタンプアクセサリー	 57
ベーシックペーパー、エンベロップ、	
ボックス、バッグ	 58
エンベリッシュメント	 59

ベーシックジュエル
エナメルシェイプ

リボン＆トリム	 60
デザイナー・ワシテープ	 61

カラーリングツール	 62
アドヒーシブ（接着ツール）	 64
カッティングツール	 65

Stampin' トリマー
その他カッティングツール

ツール	 66
スコアリング
ピアシング
その他ツール

パンチ	 67
パンチボード	 70
Big Shot	 71

Thinlitsダイ
Framelitsダイ
Textured Impressions 
エンボスフォルダー

スタンプセット・INDEX	 75

IMPORTANT

カタログ記載の製品価格について
• カタログ記載の製品税込価格は、2016年10月現在の 
 税率をもとに計算されています。予めご了承ください。

イメージ、サイズ換算、販売期間など

• 印刷の都合上、実物と色や仕様が多少異なる場合が 
 あります。
• イメージ画像には、日本で販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。
• カタログ掲載期間中、販売期間を予告なく変更、 
 販売終了する場合があります。
• カタログ発行2016年10月

Artistic 
Expression

Everyday 
OccasionsFor Baby  

& Kids

Gift Giving

コーディネーターについて   P. 77デモンストレーターについて   P. 76
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NEW
TO THE STAMPIN’ UP! このカタログでは、サンプルや	

製品購入のヒントになる	

情報を、アイコンやフレーズで	

紹介しています。下記の説明を	

ご参照くください。CATALOG?

You Can  
Make It

このマークがあるコーナーでは、 

掲載されているサンプルを作るのに 

必要な製品を紹介しています。

このアイコンがある 
サンプルは、 
簡単に手早く作る 
ことができます。Bundles

コーディネートされたツールを同時に 
ご購入いただくと割引になるバンドル 
セットを紹介しています。
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Pinterest
アイディアがいっぱい見つかるPinterest 

ページへアクセス！
pinterest.com/stampinupjapan

Help & Hints
オーダー方法、製品の使い方や作り

方、その他ご不明の点が 

ございましたら、担当の 

デモンストレーターに何でも 

ご相談ください。

YouTube
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。

Facebook
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。

Step Up
このアイコンがある 

サンプルは、ツールや 
テクニックをプラスした、 

ステップアップ 
バージョンです。

SUITES 紹介ページ	

Festive Birthday P. 10

Pop of Pink P. 18

Fruit Stand P. 22

A Little Foxy P. 26

Jar of Love P. 30

Playful Palette P. 38

leave the hard work  to us!

スタンプ、ペーパー、インク、エンベリッシュメント 
等のコーディネートアイテムが全て揃った 
シリーズを、SUITES（スイーツ）というカテゴリーで 
紹介しています。

suites
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何種類ものスタンプが、DVDサイズの 
コンパクトなケースに収納されている 
スタンプセットは省スペースで便利。

グリッドペーパーの上にStampin'ピアシングマットを 
敷いてスタンプすれば、位置合わせも簡単な上、 
きれいな仕上がりになります。

フォトポリマースタンプの使用には、 
サイズに合ったクリアブロックが必要です。

STAMPING アメリカ発、Stampin’ Up!の最大の魅力は、 
お家でもささっとスタンプできること！
便利な基本ツールを揃えれば、スタンピングが 
もっと簡単に、楽しくできますよ！

1  STAMPING TOOLS

AT HOME
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使ったスタンプは 
Stampin’ Scrubと 
Stampin' Mistで、 
手早くクリーニング。

スタンプイメージは 
コーディネートされた 

パンチでカットできます。

数あるカラーコレクションの 
中からコーディネートされた 
カラーインクパッドを選べます。

Framelitsダイをはじめ、 
各種ダイの使用には 
Big Shotが必要です。

2  CUTTING TOOLS

3  CLEANING STATION
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HOW TO 
START WITH 

STAMPS

Stampin' Up!のスタンプは、全てフォトポリマーと
いう透明の樹脂でできたシートタイプ。
シートからはがしたスタンプイメージを、クリア 
ブロックに貼って使用する、新感覚のスタンプです。

※カタログ内で紹介しているスタンプイメージは、
特に明記する場合を除き、全て原寸大サイズです
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シートから使いたいスタンプ 
イメージをはがします。

はがしたスタンプイメージを、 
クリアブロックに貼ります。

Stampin’ Padでスタンプ部分にポン、 
ポン、ポン、と軽くインクをつけます。

カードストックにスタンプします。 
透明なので、位置合わせも簡単です。

1 2 3 4

スタンプの使い方

基本のフォトポリマー・スタンプテクニック

透明なので、2つのスタンプを 
組み合わせたり重ねたりする 

２ステップStampin’もラクラク。 
カタログ内で掲載されている 

スタンプセットの中で、 
「2ステップ」と記載のあるものは 

全て、２ステップStampin’に 
対応しています。

ソフトな素材の特性を活かし、 
まっすぐなスタンプを曲線に 

して用いれば、クリエイティブの 
幅はさらに広がります。

クリアブロックにいろんな 
スタンプをレイアウトしながら 

貼れば、オリジナルの 
コンビネーションを楽しめます。

Two-Step

BEND IT

MIX & MATCH
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エメラルド 
エンビー

フラーティー 
フラミンゴ

ピーク・ア・ブー 
ピーチ

スウィート 
シュガープラム

2016-2018•コレクション（P. 51）In Color

ダッパー 
デニム

リーガル•コレクション（P. 52）Regals

ブライト•コレクション（P. 53）Brights

ニュートラル•コレクション（P. 52）Neutrals

サトル•コレクション（P. 53）
Subtles

2015-2017•コレクション（P. 51）In Color

ウォーターメロン 
ワンダー

キューカンバー 
クラッシュ　

ディライト 
ディジョン

ミント 
マカロン　

ティップ 
トップ・トープ　

ブラッシング ブライド カリプソ 
コーラル 

ソー 
サフラン

マリーナ 
ミスト

ソフト 
スカイ ワイルド 

ワサビ

ピンク 
ピルエット

ウィステリア ワンダー

ベーシック 
ブラック

サハラ 
サンド

ベーシック 
グレー

スモーキー 
スレート

チョコレート
チップ 

ソフト 
スウェード

クランブル
ケーキ

ベリー 
バニラ

アーリー 
エスプレッソ

ウィスパー 
ホワイト

バミューダ 
ベイ

ダフォディル 
ディライト

リアル 
レッド

メロン 
マンボ オールド 

オリーブ

タンジェリン 
タンゴ

パシフィック 
ポイント

パンプキン 
パイ

リッチ 
ラズルベリー

プール 
パーティー

Stampin’ Up!オリジナルのカラーコレクションでは、 
４つのレギュラーコレクションに加え、毎年、最新の 
トレンドカラーを集めた、In Colorコレクションも 
展開しています。

お気に入りのカラーコレクションで、スタンピングを 
楽しんでください。

ケイジャン 
クレイズ

チェリー 
コブラー 

ナイトオブ 
ネイビークラッシュド 

カリー

パーフェクト
プラム

ローズ 
レッド

アイランド 
インディゴ

ガーデン 
グリーン

エレガント 
エッグプラント

テンプティング 
ターコイズ

ペアー 
ピザッズ

オールウェイズ 
アーティチョーク
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TOOL スタンプのデザインに合わせて 
コーディネートされた、パンチやダイなどの 

カッティングツールを活用して、素敵な 
プロジェクトをつくりましょう！

スタンプのデザインとコーディネートされているパンチを使用すれば、スタンプイメージを簡単に切り抜くことができます。切り抜いた 
スタンプイメージを、Stampin’ Dimensionalsなどの接着ツールを使用し、立体的に仕上げることで、プロジェクトの魅力が深まります。

スタンプのデザインとコーディネートされているダイを使用すれば、パンチでは切り抜けない大きいイメージや細かいイメージも簡単に 
切り抜くことができます。切り抜いたスタンプイメージを重ねて貼り、1つのデザインとして立体的に仕上げるなど、使い方は無限大。

COORDINATION
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Festive
Birthday

suite

Bright & Playful
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Birthday Banners ❖ 141506 ¥2,440 （税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、G、I
２ステップ   バルーンブーケ・パンチ（P. 67）とコーディネートできます。   Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー（P. 73）とコーディネートできます。

デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
フェスティブ・バースディ ❖ P. 55
141630 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
12×12インチ （30.5 x 30.5 cm） 、12枚  

カードストックパック・フェスティブ・ 
バースディ ❖ P. 55
141752 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
A4、24枚 

Framelitsダイ・ 
バンチ・オブ・バナー ❖ P. 73
141488 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
ダイ５種

Textured Impressions 
エンボスフォルダー・フェスティブ ❖ P. 74
141471 ¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

バルーンブーケ・パンチ ❖ P. 67
140609 ¥2,590 （税込 ¥2,797）セクイントリム ❖ P. 60

 シルバー ❖ 138399  
¥710 （税込 ¥766）
全長9.1m

ベーカーズトワイン ❖ p. 60
 クラッシュド・カリー 

137455 ¥420 （税込 ¥453）
全長 22.9 m 

new! バースディ・バナー ❖ スタンプ15種
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new! バルーン・セレブレーション ❖ スタンプ28種
Balloon Celebration ❖ 140675 ¥3,730 （税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：B、D、H
２ステップ   3/4インチ、1-1/4インチ・サークルパンチ（P. 68）、バルーンブーケ・パンチ（P. 67）とコーディネートできます。
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スタンプイメージと	

デザイナーシリーズ・	

ペーパーを重ねて、	

バースディケーキの	

デザインを	

作りましょう！

new! ビルド・ア・バースディ ❖ スタンプ8種
Build a Birthday ❖ 138646 ¥2,290 （税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、G、H
２ステップ 
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レターズ・フォー・ユーとナンバー・オブ・	

イヤーズを組合わせれば、どんなシチュエーションにも	

ピッタリのメッセージが作れます！

40%縮小表示

原寸大

new! レターズ・フォー・ユー ❖ スタンプ37種
Letters for You ❖ 141968 ¥7,050 （税込 ¥7,614） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、D

 Framelitsダイ・ラージレター（P. 72）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
レターズ・フォー・ユー・スタンプセット  

+  
Framelitsダイ・ラージレター（P. 72）

142348 ￥19,080 （税込 ¥20,606） 
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ナンバー・オブ・イヤーズ ❖ スタンプ29種
Number of Years ❖ 140653 ¥3,880 （税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、D、H
２ステップ   Framelitsダイ・ラージナンバー（P. 72）とコーディネートできます。
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フォトポリマーならではの	
特性を活かし、スタンプイメージを	

少し曲げて、サークルなどの	
デザインを楽しみましょう。

フラワー・パッチ ❖ スタンプ19種
Flower Patch ❖ 134207 ¥3,730 （税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G、H
２ステップ   Framelitsダイ・フラワーフェア（P. 73）とコーディネートできます。
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new! バタフライ・ベーシック ❖ スタンプ11種
Butterfly Basics ❖ 137154 ¥3,440 （税込 ¥3,715） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、E、I

 3/4インチ・サークルパンチ（P. 68）とコーディネートできます。   Thinlitsダイ・バタフライ（P. 73）とコーディネートできます。
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Pop of 
pinksuite

Design That Pops
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new! レディー・トゥー・ポップ ❖ スタンプ15種
Ready to Pop ❖ 141513 ¥2,290 （税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、H
２ステップ   1インチ、1-1/4インチ、1-3/8インチ 、1-1/2インチ・ サークルパンチ（P. 68）とコーディネートできます。   

 Framelitsダイ・レイヤリング・オーバル（P. 73）、Thinlitsダイ・ポップコーンボックス（P. 72）とコーディネートできます。

チック・ベーカーズトワイン ❖ P. 60
 メロンマンボ ❖ 141689 ¥500 （税込 ¥540）

全長 13.7 m

ソリッド・ベーカーズトワイン ❖ P. 60
 ベーシックブラック ❖ 141682 ¥420 （税込 ¥453）

全長 22.9 m 

デザイナーワシテープ・ポップ・ 
オブ・ピンク ❖ P. 61
141649 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール／パッケージ

Thinlitsダイ・ 
ポップコーンボックス ❖ P. 72
141473 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
ダイ10種 

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・
ポップ・オブ・ピンク ❖ P. 54
141648 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
12×12インチ（30.5 x 30.5 cm）、12枚

Bundle & 10% Off
レディー・トゥー・ポップ・スタンプセット 

+  
Thinlitsダイ・ポップコーンボックス

142284  ¥6,320 （税込 ¥6,825）
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new! スウィート・スタック ❖ スタンプ11種
Sweet Stack ❖ 138948 ¥2,440 （税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、H

 1-1/4インチ、1-3/8インチ・サークルパンチ（P. 68）とコーディネートできます。   Thinlitsダイ・キューティーパイ（P. 72）とコーディネートできます。

Thinlitsダイ・キューティーパイ(P.72)で、	

ケーキ型ボックスやピック、	

リボンなど、パーティーを盛り上げる様々な	

アイテムが簡単につくれます。
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you can make it!

ウィズ・オール・マイ・ハート ❖ スタンプ19種
With All My Heart ❖137095 ¥3,690 （税込 ¥3,985） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G
２ステップ   1-3/4インチ・サークルパンチ（P. 68）とコーディネートできます。

ウィズ・オール・マイ・ハート 
スタンプセット（下記参照）

A4 カードストック ❖ P. 58
 ウィスパーホワイト 

106549 ¥1,290 （税込 ¥1,393）

カードストックパック・ 
フルーツスタンド ❖ P. 55
141762 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

デザイナーシリーズ・ ペーパー・
フルーツスタンド ❖ P. 55
141660 ¥1,580 （税込 ¥1,706）

クラッシック Stampin’ Pad ❖ P. 51 
各 ¥930 （税込 ¥1,004）

 ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 141398
 フラーティー・フラミンゴ ❖ 141397
 ウォーターメロン・ワンダー ❖ 141364

ギフトボックス・パンチボード ❖ P. 70
137689 ¥2,870 （税込 ¥3,099）

3/8インチ（1 cm）・ルーシュドリボン ❖ P. 60 
各 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

 フラーティー・フラミンゴ ❖141426 
 ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖141427
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Fresh Fruit & Flowers

Fruit 
Stand

suite
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3/8インチ（1 cm）・ルーシュドリボン ❖ P. 60
各 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

 フラーティー・フラミンゴ ❖ 141426
 ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 141427 

全長9.1 m

チック・ベーカーズトワイン ❖ P. 60
各 ¥500 （税込 ¥540）

 キューカンバー・クラッシュ ❖ 141662
 ウィスパーホワイト ❖ 141688

全長13.7 m

5/8インチ（1.6 cm）・ミニストライプリボン ❖ P. 60
 キューカンバー・クラッシュ 

141429 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
全長9.1 m

カードストックパック・フルーツスタンド ❖ P. 55
141762 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
A4、24枚

デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
フルーツスタンド ❖ P. 55
141660 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
12×12インチ（30.5 x 30.5 cm）、12枚

new! フレッシュフルーツ ❖ スタンプ24種
Fresh Fruit ❖ 141770 ¥3,880 （税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D
２ステップ
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スタンプ＆パンチで	

かわいく彩ろう！

new! エイコーニー・サンキュー ❖ スタンプ10種
Acorny Thank You ❖139718 ¥2,150 （税込 ¥2,322） ❖ 推奨ブロックサイズ：B、C、G
２ステップ   エイコーン・ビルダーパンチ（P. 69）とコーディネートできます。

エイコーニー・サンキュー 
スタンプセット（下記参照）

A4カードストック・ニュートラル ❖ P. 52
137617 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
イレシスティブリー・フローラル ❖ P. 54
141644 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

クラッシック Stampin' Pad ❖ P. 51
各 ¥930 （税込 ¥1,004）

 ディライト・ディジョン ❖ 141368
 ミントマカロン ❖ 141366
 ウォーターメロン・ワンダー ❖ 141364
 ティップ・トップ・トープ ❖ 141365

エイコーン・ビルダーパンチ ❖ P. 69
139681 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

5/8インチ（1.6 cm）・ 
ミニストライプリボン ❖ P. 60

 ミントマカロン 
141431 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

ソリッド・ベーカーズトワイン ❖ P. 60
 ウィスパーホワイト

137607 ¥420 （税込 ¥453）

you can make it!
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new! フェザー・トゥゲザー ❖ スタンプ14種
Feather Together ❖141597 ¥2,440 （税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、G、H
２ステップ

Step Up

レイヤーをアレンジ	

するだけで、	

デザインの幅が	

広がります。
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Cute Baby Animals

A Little 
Foxy

suite

カードストックパック・ 
リトルフォクシー ❖ P. 56
141754 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
A4、24枚 1/8インチ（3.2 mm）・ステッチリボン ❖ P. 60

 スモーキースレート ❖ 141687 ¥860 （税込 ¥928）
全長 9.1m

デザイナーシリーズ・ペーパースタック・リトルフォクシー ❖ P. 56
141637 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
6 x 6インチ（15.2 x 15.2 cm）、48枚

フォックス・ビルダーパンチ ❖ P. 69
141470 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

26 © 2001–2016 STAMPIN’ UP! 



Bundle & 10% Off
フォクシーフレンズ・スタンプセット   

+  
フォックス・ビルダーパンチ（P. 69）

142326  ¥5,820 （税込 ¥6,285）

new! フォクシーフレンズ ❖ スタンプ29種
Foxy Friends ❖ 141549 ¥3,880 （税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：B、C、D、H
２ステップ   フォックス・ビルダーパンチ（P. 69）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. 73）とコーディネートできます。
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50%縮小表示

原寸大

ズー・ベイビーズ ❖ スタンプ10種
Zoo Babies❖ 137335 ¥2,150 （税込 ¥2,322） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G

メトロタイプ・アルファベット ❖ スタンプ39種
Metro Type Alphabet❖ 133666 ¥3,730 （税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A
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サムシング・フォー・ベイビー ❖ スタンプ12種
Something for Baby❖ 137307 ¥2,290 （税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D

 Framelitsダイ・ベイビーズファースト（P. 73）とコーディネートできます。

ベビーシャワーに	

ピッタリ！
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Messages For All Occasions

Jar of 
Love

suite

Framelitsダイ・ 
エブリディジャー ❖ P. 72
141490 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
ダイ17種

Textured impressions 
エンボスフォルダー・ 
シーサイド ❖ P. 74
141481 ¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

カードストックパック・ 
バイ・ザ・ショアー ❖ P. 55
141755 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
A4、24枚

デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
バイ・ザ・ショアー ❖ P. 55
141640 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
12×12インチ（30.5 x 30.5 cm）、12枚

3/8インチ（1 cm）・ 
ルーシュドリボン ❖ P. 60

 ダッパーデニム 
141424 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
全長9.1 m
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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。

new! ジャー・オブ・ラブ ❖ スタンプ37種
Jar of Love ❖ 141587 ¥3,880 （税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G、H
２ステップ   Framelitsダイ・エブリディジャー（P. 72）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
ジャー・オブ・ラブ・スタンプセット 

+  
Framelitsダイ・エブリディジャー（P. 72）

142342 ￥7,750 （税込 ¥8,370）
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new! バナーズ・フォー・ユー ❖ スタンプ32種
Banners for You ❖ 141710 ¥3,880 （税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、E、G
２ステップ   Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー（P. 73）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
バナーズ・フォー・ユー・スタンプセット  

+  
Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー（P. 73）

142335 ￥6,970 （税込 ¥7,527）
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イヤー・オブ・ザ．．． ❖ スタンプ14種
Year of The. . . ❖ 136843 ¥3,150 (税込 ¥3,402） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G、H
２ステップ ❖ 干支が3種類入った、年賀状に便利なスタンプセット。

簡単に手早く	

作れるので、	

年賀状に便利！
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you can make it!

ウェザートゥゲザー	 
スタンプセット（下記参照）

A4カードストック ❖ P. 52, 55
各 ¥1,150 (税込 ¥1,242）
ニュートラル ❖ 137617
バイ・ザ・ショアー ❖ 141755

クラッシックStampin’ Pad ❖ P. 51, 52
各 ¥930 (税込 ¥1,004）

 クラッシュド・カリー ❖ 137446
 ダッパーデニム ❖ 141394
 スモーキースレート ❖ 137482

Framelitsダイ・ 
アンブレラウェザー ❖ P. 73
141479 ¥3,590 (税込 ¥3,877）

ベーシックジュエル・ 
ラインストーン ❖ P. 59
137500 ¥710 (税込 ¥766）

1/8インチ（3.2 mm）・ 
ステッチリボン ❖ P. 60

 スモーキースレート
141687 ¥860 (税込 ¥928）

new! ウェザートゥゲザー ❖ スタンプ20種
Weather Together ❖ 141543 ¥3,010 (税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、D、G
２ステップ   Framelitsダイ・アンブレラウェザー（P. 73）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
ウェザートゥゲザー・スタンプセット  

+  
Framelitsダイ・アンブレラウェザー(P. 73)

142319 ¥5,940 (税込 ¥6,415）
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new! グレートフルバンチ ❖ スタンプ8種
Grateful Bunch ❖ 140691 ¥3,010 (税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：B、C、D、E、H

 ブラッサムバンチ・パンチ(P. 67)とコーディネートできます。

ブラッサムバンチ・	

パンチ(P.67)で	

3つのフラワーを	

カットできます。
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new! クレイジーアバウトユー ❖ スタンプ33種
Crazy about You ❖ 137137 ¥3,590 (税込 ¥3,877） ❖ 推奨ブロックサイズ：D、G、H

 フラワー・メダリオンパンチ（P. 68）とコーディネートできます。 ❖ Thinlitsダイ・ハローユー（P. 73）とコーディネートできます。

Thinlitsダイ・ハローユー	

(P. 73)でカットした	

グリーティングでコーディネート。
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組み合わせで	

いろいろな	

メッセージが	

作れます！

スタンプイメージは、	
フラワー・メダリオンパンチ	
(P. 68)でカットできます。

new! ソートフル・バナーズ ❖ スタンプ53種
Thoughtful Banners ❖ 141614 ¥3,010 (税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、G
２ステップ   デュエット・バナーパンチ（P. 67）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
ソートフル・バナーズ・スタンプセット 

+  
デュエット・バナーパンチ（P. 67）

142330 ¥5,040 (税込 ¥5,443）
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suite
Playful
Palette

Modern & Colorful

カードストックパック・ 
プレイフル・パレット ❖ P. 56
141761 ¥1,150 (税込 ¥1,242）
A4、24枚

ソリッド・ベーカーズトワイン ❖ P. 60
 ブラッシングブライド ❖ 141683 ¥420 (税込 ¥453）

全長 22.9 m

メタリックスレッド ❖ P. 60
 ブラック ❖ 141695 ¥420 (税込 ¥453）

全長 45.7 m

デザイナーシリーズ・ペーパースタック・ 
プレイフル・パレット ❖ P. 56
141657 ¥1,430 (税込 ¥1,544）
6 ×6インチ（15.2 x 15.2 cm）、48枚

デザイナーワシテープ・ 
プレイフル・パレット ❖ P. 61
141659 ¥1,150 (税込 ¥1,242）
5デザイン／パッケージ
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デザイナーシリーズ・ペーパースタック・ 
プレイフル・パレット ❖ P. 56
141657 ¥1,430 (税込 ¥1,544）
6 ×6インチ（15.2 x 15.2 cm）、48枚

new! プレイフル・バックグラウンド ❖ スタンプ4種
Playful Backgrounds ❖ 141920 ¥2,290 (税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：D
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ギフトボックス・パンチボード	

(P. 70)で、ボックスサイズを	

カスタマイズできます。

new! ピクチャー・パーフェクト ❖ スタンプ18種
Picture Perfect ❖ 140520 ¥3,880 (税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、Ｄ、E、G
２ステップ
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ワーク・オブ・アート ❖ スタンプ11種
Work of Art ❖ 137329 ¥3,150 (税込 ¥3,402） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、H
２ステップ

Step Up

基本のデザインは同じでも、

ヒートエンボスや	

エンベリッシュメントで	

一歩進んだアレンジを	

楽しめます。
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new! ウォーターカラー・ウイングス ❖ スタンプ15種
Watercolor Wings ❖ 139424 ¥3,730 (税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、Ｄ、E、G
２ステップ   Framelitsダイ・ボールドバタフライ（P. 73）、Thinlitsダイ・バタフライ（P. 73）とコーディネートできます。

42 © 2001–2016 STAMPIN’ UP! 

ar
ti

st
ic

 e
xp

re
ss

io
n



new! バンチ・オブ・ブロッサム ❖ スタンプ26種
Bunch of Blossoms ❖ 141573 ¥3,010 (税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、G
２ステップ   ブロッサム・ビルダーパンチ（P. 69）とコーディネートできます。

Bundle & 10% Off
バンチ・オブ・ブロッサム・スタンプセット  

+  
ブロッサム・ビルダーパンチ（P. 69）

142345 ¥5,040 (税込 ¥5,443）

同じブロッサム・ビルダー	

パンチ(P. 69)でカットした	

フラワーパーツでも、	

レイアウト次第で異なる	

デザインが楽しめます。
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you can make it!

new! スプリンクルズ・オブ・ライフ ❖ スタンプ22種
Sprinkles of Life ❖ 139971 ¥3,010 (税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、G
２ステップ   ツリー・ビルダーパンチ（P.69）とコーディネートできます。

スプリンクルズ・オブ・ライフ 
スタンプセット（下記参照）

A4 カードストック ❖ P. 58
 シマリーホワイト  

138043 ¥1,150 (税込 ¥1,242）

デザイナーシリーズ・ペーパー 
スタック・サトル ❖ P. 56
138437 ¥3,150 (税込 ¥3,402）
12×12インチ (30.5 x 30.5 cm) 

クラッシックStampin’ Pad ❖ P. 52–53
各 ¥930 (税込 ¥1,004）

 ブラッシングブライド ❖ 137440 
 カリプソコーラル ❖ 137442 
 ペアーピザッズ ❖ 137473 
 ソー・サフラン ❖ 137483 
 ソフトスウェード ❖ 137485

アーカイバルStampin’ Pad • P. 62 
 ベーシックグレー  

140932 ¥1,000 (税込 ¥1,080）

ベーカーズトワイン ❖ P. 60 
 クラッシュド・カリー 

137455 ¥420 (税込 ¥453）

Aqua Painter（アクアペインター） ❖ P. 62
137867 ¥2,430 (税込 ¥2,624）

ツリー・ビルダーパンチ ❖ P. 69 
138295 ¥2,590 (税込 ¥2,797）
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フラワーショップ ❖ スタンプ6種
Flower Shop ❖ 137239 ¥2,290（税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：C

 パンジーパンチ（P. 68）とコーディネートできます。

スタンプとパンチで	

作ったフラワーで

立体的なデザインを	

簡単に楽しめます。

レイアウトを変えて、	
アイスクリームにアレンジ！
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new! シェルタリングツリー ❖ スタンプ14種
Sheltering Tree ❖ 137163 ¥3,590 (税込 ¥3,877） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、E、H
２ステップ

色づかいやレイアウトを	

変えるだけで、四季折々の	

風景を表現できます。
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new! ウォーターカラーワード ❖ スタンプ11種
Watercolor Words ❖ 138702 ¥3,730 (税込 ¥4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、H、I
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Step Up

ラブリー・アズ・ア・ツリー ❖ スタンプ6種
Lovely As a Tree ❖ 137285 ¥3,440 (税込 ¥3,715） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、D、E

シンプルなデザインに慣れてきたら、	

2ステップStampingやエンベリッシュメント	

(飾り)をアレンジして楽しみましょう。

48 © 2001–2016 STAMPIN’ UP! 

ar
ti

st
ic

 e
xp

re
ss

io
n



ar
ti

st
ic

 e
xp

re
ss

io
n

原寸大

40%縮小表示

new! ベター・ザン・イーメール ❖ スタンプ12種
Better than Email ❖ 140463 ¥2,290 （税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、G

new! ブラッシュワーク・アルファベット ❖ スタンプ65種
Brushwork Alphabet ❖ 141772 ¥3,730 （税込 4,028） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B

作品販売の際は、Stampin’ Up!の著作権マーク 
（下記のベター・ザン・イーメール・スタンプセット参照）を 

必ずご使用ください。詳細は、 
stampinup.co.jp/angelpolicyを 

ご覧いただくか、担当のデモンストレーターまで 
お問い合わせください。
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for Every Project

Color
coordinatio

n

スタンピングに欠かせない、カラーコーディネーション。ビギナーの方は、どの色を 
組み合わせれば良いのか、悩むことも多いかと思いますが、ご心配なく。

Stampin’ Up!のカラーコレクションを活用すれば、インクからペーパー、マーカー、 
エンベリッシュメントに至るまで、簡単にカラーコーディネートができます。

コレクション内のコーディネートに少し慣れてきたら、違うコレクション同士の 
コーディネーションにも挑戦してみましょう。

カタログ内で、カラーコレクションがある製品は、下記のアイコンで紹介しています。

コレクションのカラー	

ラインナップをチェック！

クラッシック	Stampin’ Pad
使いやすい固めのフォームパッドで、パッドが乾
燥しないように上下逆さまにインクを保管できる
フリップトップ付き。インクは速乾性、染料系、 
アシッドフリーです。

Stampin’ Write マーカー
書き物やスタンプの色づけに最適なマーカー。 
水性ダイインク アシッドフリー

リボン	&	トリム
たくさんのサイズ、デザイン、パターンが揃って、 
ラッピングやエンベリッシュメントに大活躍。

カードストック
2サイズのベーシックなカードストック。  
ダイペーパー。アシッドフリー、リグニンフリー

アーカイバル	Stampin’ Pad
スタンプ用のパーマネントインク。
ウォーターカラーリングの色づけに最適です。

クラッシック	
Stampin’ Inkレフィル
染色、着色、パッドやカートリッジの詰め替え 
用レフィル。インクは速乾性、染料系、アシッド 
フリーです。

エンベリッシュメント
ジュエリー、etc...プロジェクトに素敵な 
アクセントを与えてくれる、便利な 
ラインナップ。
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2016-2018

2015-2017

assortments

毎年、最新のトレンド	

カラーを集めて

展開している

In Colorコレクションは、	

2年間の期間限定アイテム。

カラーコーディネーションに

フレッシュな彩りを！

クラッシック 
Stampin’ Pad

ダイインク、 
アシッドフリー

¥930 （税込 ¥1,004）

クラッシック 
Stampin’ Inkレフィル
ダイインク、アシッドフリー、 

14.8 ml
¥460 （税込 ¥496）

5/8インチ(1.6 cm)・ 
ミニストライプリボン

全長 9.1 m   

¥1,150 （税込 ¥1,242）

3/8インチ(1 cm)・ 
ルーシュドリボン

全長 9.1 m   

¥1,150 （税込 ¥1,242）

ダッパーデニム 141394 141399 141424

エメラルド・エンビー 141396 141401 141425

フラーティー・フラミンゴ 141397 141402 141426

ピーク・ア・ブー・ピーチ 141398 141403 141427

スウィート・シュガープラム 141395 141400 141428

キューカンバー・クラッシュ 141367 138329 141429

ディライト・ディジョン 141368 138332 141430

ミントマカロン 141366 138331 141431

ティップ・トップ・トープ 141365 138330 141432

ウォーターメロン・ワンダー 141364 138328 141433

12×12インチ（30.5×30.5 cm) ・ 
カードストック・In Color
¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全5色×4枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! 2016-2018 ❖ 141412
2015-2017 ❖ 138340

A4カードストック・In Color
¥1,150 （税込 ¥1,242）
20枚（全5色×4枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! 2016-2018 ❖ 141434
2015-2017 ❖ 138346

デザイナーシリーズ・ 
ペーパースタック・In Color ❖ P. 56
¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（2種類の両面デザインシート×各4枚×全5色） 
12×12インチ(30.5×30.5 cm) 

new! 2016-2018 ❖ 141408
2015-2017 ❖ 138432

クラッシック Stampin’ Pad・In Color
¥3,950 （税込 ¥4,266）
5個（全5色×1個）

new! 2016-2018 ❖ 141818
2015-2017 ❖ 142234

Stampin’ Write マーカー・In Color
¥2,150 （税込 ¥2,322）
5本（全5色×1本）

new! 2016-2018 ❖ 141393
2015-2017 ❖ 141377

new! エナメルシェイプ・ 
In Color 2016–2018 ❖ P. 59
141410 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
200個（全5色×40個）

collectionin color

インカラー・コレクション
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ベリーバニラとウィスパーホワイトの単色	

カードストックは、P. 58に掲載されています。

assortments

assortments

クラッシック 
Stampin’ Pad

ダイインク、 
アシッドフリー

¥930 （税込 ¥1,004）

クラッシック 
Stampin’ Inkレフィル
ダイインク、アシッドフリー、 

14.8 ml
¥460 （税込 ¥496）

オールウェイズ・アーティチョーク 137421 105232

ケイジャン・クレイズ 137441 119790

チェリーコブラー 137443 119788

クラッシュド・カリー 137446 131158

エレガント・エッグプラント 137449 105222

ガーデングリーン 137459 102059

アイランドインディゴ 137462 122932

ナイトオブネイビー 137470 103033

パーフェクトプラム 137474 102107

ローズレッド 137480 102109

クラッシック 
Stampin’ Pad

ダイインク、 
アシッドフリー

¥930 （税込 ¥1,004）

クラッシック 
Stampin’ Inkレフィル
ダイインク、アシッドフリー、 

14.8 ml
¥460 （税込 ¥496）

ベーシックブラック
ベーシックブラックとベーシックグレーは、P.62の 

アーカイバルStampin’ Padで代用ください。
ベーシックグレー

チョコレートチップ 137444 101065

クランブルケーキ 137445 121029

アーリーエスプレッソ 137448 119789

サハラサンド 137481 105220

スモーキースレート 137482 131159

ソフトスウェード 137485 115663

ベリーバニラ

ウィスパーホワイト

co
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12×12インチ（30.5×30.5 cm） ・ 
カードストック
137612 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

A4カードストック
137619 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! デザイナーシリーズ・ 
ペーパースタック ❖ P. 56
138436 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（2種類の両面デザインシート×各2枚×全10色）、 
12×12インチ（30.5×30.5 cm）、 
アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシック Stampin’ Pad
131184 ¥7,190 （税込 ¥7,765）
10個（全10色×1個）、ダイインク、アシッドフリー

クラッシックStampin’ Inkレフィル
137751 ¥3,950 （税込 ¥4,266）
10本（全10色×1本）、各14.8 ml

Stampin’ Write マーカー
137732 ¥4,160 （税込 ¥4,492）
10本（全10色×1本）

12×12インチ（30.5×30.5 cm) ・ 
カードストック
137611 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

A4カードストック
137617 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! デザイナーシリーズ・ 
ペーパースタック ❖ P. 56
138435 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（2種類の両面デザインシート×各2枚×全10色）、 
12×12インチ（30.5×30.5 cm）、 
アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシック Stampin’ Pad
140933 ¥4,670 （税込 ¥5,043）
6個（全6色×1個）、ダイインク、アシッドフリー 
チョコレートチップ、クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、
サハラサンド、スモーキースレート、ソフトスウェード

クラッシックStampin’ Inkレフィル
140934 ¥2,370 （税込 ¥2,559）
6本（全6色×1本）、各14.8 ml
チョコレートチップ、クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、
サハラサンド、スモーキースレート、ソフトスウェード

Stampin’ Write マーカー
137731 ¥3,310 （税込 ¥3,574）
8本（全8色×1本）
ベーシックブラック、ベーシックグレー、チョコレートチップ、 
クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、サハラサンド、 
スモーキースレート、ソフトスウェード

リーガル・コレクション

regals
collection

ニュートラル・コレクション

neutrals
collection
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クラッシック 
Stampin’ Pad

ダイインク、 
アシッドフリー

¥930 （税込 ¥1,004）

クラッシック 
Stampin’ Inkレフィル
ダイインク、アシッドフリー、 

14.8 ml
¥460 （税込 ¥496）

バミューダ・ベイ 137438 131156

ダフォディル・ディライト 137447 119672

メロンマンボ 137465 115662

オールドオリーブ 137471 100531

パシフィック・ポイント 137472 111840

パンプキンパイ 137477 105229

リアルレッド 137478 103287

リッチラズルベリー 137479 115664

タンジェリン・タンゴ 137487 111841

テンプティング・ターコイズ 137488 101041

クラッシック 
Stampin’ Pad

ダイインク、 
アシッドフリー

¥930 （税込 ¥1,004）

クラッシック 
Stampin’ Inkレフィル
ダイインク、アシッドフリー、 

14.8 ml
¥460 （税込 ¥496）

ブラッシングブライド 137440 131157

カリプソコーラル 137442 122934

マリーナミスト 137464 119787

ペアーピザッズ 137473 131160

ピンク・ピルエット 137475 111843

プールパーティー 137476 122933

ソー・サフラン 137483 105225

ソフトスカイ 137484 131161

ワイルドワサビ 137489 109020

ウィステリア・ワンダー 137490 122931
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12×12インチ（30.5×30.5 cm) ・ 
カードストック
137610 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

A4カードストック
137614 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! デザイナーシリーズ・ 
ペーパースタック ❖ P. 56
138434 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（2種類の両面デザインシート×各2枚×全10色）、 
12×12インチ（30.5×30.5 cm）、 
アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシック Stampin’ Pad
131182 ¥7,190 （税込 ¥7,765）
10個（全10色×1個）、アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシックStampin’ Inkレフィル
138078 ¥3,950 （税込 ¥4,266）
10本（全10色×1本）、各14.8 ml

Stampin’ Write マーカー
137730 ¥4,160 （税込 ¥4,492）
10本（全10色×1本）

12×12インチ（30.5×30.5 cm) ・ 
カードストック
137613 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

A4カードストック
137620 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
20枚（全10色×2枚）、アシッドフリー、リグニンフリー

new! デザイナーシリーズ・ 
ペーパースタック ❖ P. 56
138437 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（2種類の両面デザインシート×各2枚×全10色）、 
12×12インチ（30.5×30.5 cm）、 
アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシック Stampin’ Pad
131185 ¥7,190 （税込 ¥7,765）
10個（全10色×1個）、アシッドフリー、リグニンフリー

クラッシックStampin’ Inkレフィル
138080 ¥3,950 （税込 ¥4,266）
10本（全10色×1本）、各14.8 ml

Stampin’ Write マーカー
137733 ¥4,160 （税込 ¥4,492）
10本（全10色×1本）

ブライト・コレクション

Brights
collection

サトル・コレクション

Subtles
collection
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DESIGNER SERIES PAPER  & COORDINATING CARDSTOCK

new! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ポップ・オブ・ピンク
141648 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
ゴールドフォイル加工のペーパーを含む、ブラック、ホワイト、ピンクを基調としたデザイン。12枚（両面デザインシート5種×各2枚、片面フォイル加工シート2種×各1枚）、 
12×12インチ（30.5×30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、ゴールド、メロンマンボ、ウィスパーホワイト

new! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・イレシスティブリー・フローラル
141644 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
白地に施されたフラワーデザインは、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（30.5×30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ホワイト

フォイル	加工の	
ゴージャス	
ペーパー！
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new! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・アフェクショナリー・ユアーズ
141632 ¥1,870 （税込 ¥2,019）
コッパーフォイル加工のペーパーを含む、カラフルなフラワーデザイン。 
12枚（両面デザインシート 5種×各2枚、片面フォイル加工シート2種×各1枚)、12×12インチ（30.5×30.5 cm）、 
アシッドフリー、リグニンフリー
クランブルケーキ、キューカンバー・クラッシュ、ダフォディル・ディライト、ミントマカロン、ナイトオブネイビー、  
ウォーターメロン・ワンダー、コッパーフォイル

new! カードストックパック・ 
アフェクショナリー・ユアーズ
141753 ¥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
ウォーターメロン・ワンダー、ミントマカロン、ナイトオブネイビー

+

new! デザイナーシリーズ・ペーパー・フルーツスタンド
141660 ¥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（30.5×30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
キューカンバー・クラッシュ、ダフォディル・ディライト、フラーティー・フラミンゴ、ペアーピザッズ、ピーク・ア・ブー・ピーチ、 
タンジェリン・タンゴ、ウォーターメロン・ワンダー、ウィスパーホワイト

new! カードストックパック・フルーツスタンド 
141762 ¥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
ペアーピザッズ、ピーク・ア・ブー・ピーチ、ウォーターメロン・ワンダー

+

new! デザイナーシリーズ・ペーパー・バイ・ザ・ショアー
141640 ¥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（30.5×30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
カリプソコーラル、ダッパーデニム、ミントマカロン、ソフトスカイ、ベリーバニラ

new! カードストックパック・バイ・ザ・ショアー
141755 ¥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
カリプソコーラル、ダッパーデニム、ソフトスカイ

+

new! デザイナーシリーズ・ペーパー・フェスティブ・バースディ
141630 ¥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（30.5×30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
クラッシュド・カリー、エメラルド・エンビー、メロンマンボ、パンプキンパイ、テンプティング・ターコイズ、ウィスパーホワイト

new! カードストックパック・ 
フェスティブ・バースディ
141752 ¥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
エメラルド・エンビー、パンプキンパイ、テンプティング・ターコイズ
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new! デザイナーシリーズ・ペーパースタック
各 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（両面デザインシート2種×各2枚×全10色）、12×12インチ 
(30.5×30.5 cm)、アシッドフリー、リグニンフリー
全てのカラーコレクションはP. 52–53に掲載されています。
ブライト ❖ 138434
リーガル ❖ 138436
サトル ❖ 138437

new! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・ 
ニュートラル
138435 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（両面デザインシート2種×各2枚×全10色）、 
メタリックインクを使用したゴールドとシルバーの 
ペーパーが含まれています。 
12×12インチ (30.5×30.5 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、チョコレートチップ、 
クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、ゴールド、サハラサンド、 
シルバー、スモーキースレート、ソフトスウェード

デザイナーシリーズ・ペーパースタック・In Color
各 ¥3,150 （税込 ¥3,402）
40枚（両面デザインシート２種×各４枚×全5色）、12×12インチ 
(30.5×30.5 cm)、アシッドフリー、リグニンフリー
全てのIn ColorはP. 51に掲載されています。

new! 2016-2018 ❖ 141408
2015-2017 ❖ 138432

+

new! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・リトルフォクシー
141637 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート12種x各4枚）、6 ×6インチ（15.2×15.2 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、カリプソコーラル、プールパーティー、スモーキースレート、ウィスパーホワイト

new! カードストックパック・リトルフォクシー
141754 ¥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
カリプソコーラル、プールパーティー、スモーキースレート

+

new! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・プレイフル・パレット
141657 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート12種x各4枚）、6 ×6インチ（15.2×15.2 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、ブラッシングブライド、エメラルド・エンビー、ピーク・ア・ブー・ピーチ、スウィート・シュガープラム、ベリーバニラ 

new! カードストックパック・ 
プレイフル・パレット
141761 ¥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
ブラッシングブライド、スウィート・シュガープラム、ベリーバニラ
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STAMPING ACCESSORIES

A B C D

F
G

H
I

E

クリアブロック (A-I)
フォトポリマースタンプに必要なすべてサイズがそろった 
高品質なアクリルブロック。持ちやすい溝があり、この 
カタログ内のすべてのスタンプに合うサイズが揃っています。

Block A
137738 ¥560 （税込 ¥604）
3×3.2 cm

Block B
137739 ¥850 （税込 ¥918）
4.1×4.9 cm

Block C
137740 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
5.1×5.7 cm

Block D
137741 ¥1,220 （税込 ¥1,317）
7.3×6.8 cm

Block E
137742 ¥1,710 （税込 ¥1,846）
8.7×11.3 cm

Block F
137743 ¥2,430 （税込 ¥2,624）
12.4×15.2 cm

Block G
137744 ¥640 （税込 ¥691）
6.4×1.9 cm

Block H
137754 ¥1,220 （税込 ¥1,317）
11.3×4.1 cm

Block I
137756 ¥1,710 （税込 ¥1,846）
14.9×5.7 cm

クリアブロック・ クリーニングクロス
137871 ¥560 （税込 ¥604）
インク、指紋、ほこりを落とし、ブロックきれいに保てる 
マイクロファイバーのクロス。 19.1×19.1 cm×1枚

Stampin’ピアスマット
137706 ¥710 （税込 ¥766）
ペーパーピアシング時に作業台に傷をつけるのを防ぐ 
便利なマット。細かいスタンプや大きなスタンプを押す際に、 
マットとして使用すれば、均等に圧力をかけることができ、 
インクが均等につきます。ピアス用に1枚、スタンプ用に1枚 
あると便利です。マット1枚：16.5×24.1 cm

クリアブロック・ストレージキャディ
137694 ¥2,430 （税込 ¥2,624）
当社のクリアブロックの各サイズを１つずつ保管できる、 
コンパクトなストレージキャディ。各クリアブロックの形に 
合わせた収納スペースがあるので、正しい位置にはめて 
保管できます。20.6×27×4.6 cm

Stampin’ Scrub
137656 ¥2,430 （税込 ¥2,624）
黒い繊維の洗えるスクラブパッド。細かいデザインの 
スタンプも隅々まできれいにします。片面ずつスタンプ洗浄、
ドライ用に使えます。各トレイ側面：18.4×19.7 cm

Stampin’ Mist 
スタンプのインクをきれいにするクリーナー。 
Stampin’ Scrubと一緒にご使用ください。微香性。
ボトル (60 ml) ❖ 137654 ¥640 （税込 ¥691）
レフィルボトル (237 ml) 
138895 ¥1,360 （税込 ¥1,468）

クリアブロック・バンドルで全てのクリア 
ブロックを揃えれば、どのスタンプサイズにも 
適応できるので便利です。初心者の方には、 
使いやすい3つのサイズがセットになった、 

スターターバンドルがオススメです。

クリアブロック・バンドル(A-I)
137869 ¥9,630 （税込 ¥10,400）

クリアブロック・スターターバンドル（C、D、H)
137870 ¥2,870 （税込 ¥3,099）

Bundle & 10% Off
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ウィンドウシート
137516 ¥710 （税込 ¥766）
スクラップブックのページやカード、 
またはオリジナルの形作りに便利な、 
透明なウィンドウシート。
2枚、12×12インチ (30.5×30.5 cm)

A4カードストック・ホワイトベルム
137621 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
ソフトな印象を作り、オーバーレイに最適なカードストック。 
半透明、20枚、アシッドフリー、リグニンフリー

new! デザイナーアセテート・フォイル・ 
ファビュラス
141653 ¥1,710 （税込 ¥1,846）
片面にゴールドフォイル加工が施されており、 
裏から見るとシルバーなので、両面使用可。 
6枚（片面デザインシート3種×各2枚） 
12×12インチ (30.5×30.5 cm)、ゴールド

C6エンベロップ
各 ¥990 （税込 ¥1,069）
封筒40枚
封筒サイズ：11.4×16.2 cm 

 ベリーバニラ ❖ 137990
 ウィスパーホワイト ❖ 137991

ノートカード＆エンベロップ
各 ¥850 （税込 ¥918）
エンベリッシュメントとレイヤーがしやすい厚地の 
カードベース。カード・エンベロップ×各20枚 
カード：12.7×8.9 cm  エンベロップ：13×9.2 cm 
new!  クランブルケーキ ❖ 133766

 ウィスパーホワイト ❖ 137984

ウォーターカラーペーパー
137885 ¥710 （税込 ¥766）
水を吸ってもペーパーがゆがまないので、 
完成度の高い仕上がりに。 
5枚、15.2×22.9 cm

PAPER BASICS, ENVELOPES, BOXES & BAGS

グリマーペーパー
各 ¥710（税込 ¥766）
キラキラしたグリマーのペーパー。
2枚入り、12×12インチ (30.5×30.5 cm)

 ダズリングダイヤモンド ❖ 137965

 ゴールド ❖ 137966

 レッド ❖ 137967

 シルバー ❖ 137968

A4チック・カードストック・ウィスパーホワイト 
カードベースにぴったりな、通常よりも 
厚めのカードストック。24枚。

140490  ¥1,000 （税込 ¥1,080）

カードストック
カードやスクラップブックページ等あらゆる作品に 
使えるベーシックなサイズのカードストック。 

 ベリーバニラ ❖ 106550  ¥1,290 （税込 ¥1,393）
A4、40枚

 ウィスパーホワイト 
106549 ¥1,290 (税込 ¥1,393） A4、40枚
124302  ¥1,000 （税込 ¥1080） 12 x12 インチ、12枚 

 シマリーホワイト ❖ 138043  ¥1,150 （税込 ¥1,242）
A4、10枚
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EMBELLISHMENTS

セロファンバッグ
スモールギフトに使いやすい透明のバッグ。スタンプや 
パンチ、ダイなどで作ったタグを合わせてかわいく 
アレンジできます。50枚／パッケージ、食品に安全。

new! 5.1×20.3 cm ❖ 141703 
¥420 （税込 ¥453）
15.2×20.3 cm ❖ 137879  ¥710 （税込 ¥766）

new! マチ付きセロファンバッグ
141704 ¥640 （税込 ¥691）
スモールギフトに使いやすい透明のバッグ。スタンプや 
パンチ、ダイなどで作ったタグを合わせてかわいくアレンジ 
できます。25枚／パッケージ、7.6×15.2 cm、食品に安全。

new! クリア・タイニートリートボックス
141699 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
小さいスイーツを入れるのに最適なボックス。素敵に 
デコレーションして、大切な人へのギフトに。
組み立て後のボックスサイズ：5.1×5.1×5.1 cm 
16個、クリアアセテート

ベーシックジュエル・パール
137498 ¥710 （税込 ¥766）
パールは半球、裏面は接着剤つき。計150個：3サイズ 

（2 mm、3 mm、5 mm）x 各50個 
2 mmのジュエルをあしらったストリップ3本。
ストリップの長さ：6.7 cm 

new! エナメルシェイプ・2016-2018 In Color
141410 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
200個（全5色×40個）、各色：1シート、各シート 

（ハート：10個、スター：15個、ミニサークル：10個、 
スモールサークル：5個）

ベーシックジュエル・ラインストーン
137500 ¥710 （税込 ¥766）
ジュエルは半球、裏面は接着剤つき。計150個：3サイズ 

（3 mm、4 mm、5 mm）x 各50個　 
3 mmのジュエルをあしらったストリップ3本。
ストリップの長さ：6.7 cm 

new! メタリック・エナメルシェイプ
141678 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
計100個：全2色（ゴールド、シルバー）×各50個　 
各色：1シート、各シート（ハート：10個、スター：15個、 
ミニサークル：15個、スモールサークル：10個）

new! エナメルシェイプ 
各 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
200個（全10色×20個）、各色：1シート、各シート 
(ハート：5個、スター：5個、ミニサークル：5個、 
スモールサークル：5個）
ブライト ❖ 141680
リーガル ❖ 141681
サトル ❖ 141679
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new! メタリックスレッド
各 ¥420 （税込 ¥453）
全長45.7 m 

 ブラック ❖ 141695 
 コッパー ❖ 141696 
 ゴールド ❖ 138401 
 シルバー ❖ 138402 

new! 5/8インチ(1.6 cm)・ミニストライプリボン
各 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
全長9.1 m

 キューカンバー・クラッシュ ❖ 141429
 ディライト・ディジョン ❖ 141430
 ミントマカロン ❖ 141431
 ティップ・トップ・トープ ❖ 141432
 ウォーターメロン・ワンダー ❖ 141433

new! チック・ベーカーズトワイン
各 ¥500 （税込 ¥540）
4.8 mm、通常のベーカーズトワインの3倍以上の 
厚みがあるトワイン。全長13.7 m

 バミューダ・ベイ ❖ 138413
 カリプソコーラル ❖ 138412
 キューカンバー・クラッシュ ❖ 141662
 メロンマンボ ❖ 141689
 ベリーバニラ ❖ 138411
 ウィスパーホワイト ❖ 141688

new! 3/8インチ（1 cm)・ルーシュドリボン
各 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
全長9.1 m 

 ダッパーデニム ❖ 141424
 エメラルド・エンビー ❖ 141425
 フラーティー・フラミンゴ ❖ 141426
 ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 141427
 スウィート・シュガープラム ❖ 141428

new! 3/8インチ(1 cm)・ステッチサテンリボン
各 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
トーン・オン・トーンのステッチラインが入ったリボン。 
全長9.1 m 

 プールパーティー ❖ 141691
 ブラッシングブライド ❖ 141692
 リアルレッド ❖ 141693
 ベリーバニラ ❖ 141694

ベーカーズトワイン
各 ¥420 （税込 ¥453）
ウィスパーホワイトとブレンドされたカラーラインナップ  
1.6 mm 幅、全長22.9 m

 ベーシックブラック ❖ 137450
 バミューダ・ベイ ❖ 137453
 チェリーコブラー ❖ 137605
 クラッシュド・カリー ❖ 137455
 オールドオリーブ ❖ 137457

セクイントリム
各 ¥710 （税込 ¥766）
トリムとしての使用の他に、スパンコールとして個別に 
使用することもできます。6.4 mm 幅、全長9.1 m 
new!  バミューダ・ベイ ❖ 137910
new!  ブラッシングブライド ❖ 138400

 ゴールド ❖ 137604
new!  シルバー ❖ 138399

new! 1/8インチ(3.2 mm)・ステッチリボン
各 ¥860 （税込 ¥928）
アクセントのステッチが入った2トーンのトリム。 
全長9.1 m

 バミューダ・ベイ ❖ 140569
 メロンマンボ ❖ 141650 
 スモーキースレート ❖ 141687 

ソリッド・ベーカーズトワイン
各 ¥420 （税込 ¥453）
単色。1.6 mm 幅、全長22.9 m
new!  ベーシックブラック ❖ 141682
new!  ブラッシングブライド ❖ 141683
new!  エレガント・エッグプラント ❖ 141685
new!  エメラルド・エンビー ❖ 141686
new!  ナイトオブネイビー ❖ 141684

 ウィスパーホワイト ❖ 137607
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5/8インチ(1.6 cm)・ オーガンジーリボン・ 
ウィスパーホワイト
137570  ¥850 (税込 ¥918)
エッジにオーガンジーを、真ん中にサテンをあしらった 
繊細なデザイン。全長13.7 m

1/8インチ(3.2 mm)・リボン
各 ¥710 (税込 ¥766) 
最新トレンド・細めのトリムリボン。 
全長9.1 m

 ゴールド ❖ 137601
 シルバー ❖ 137527

5/8インチ(1.6 cm)・サテンリボン
各 ¥1,000 (税込 ¥1,080)
柔らかくシルキーなゴージャスリボン。 
全長9.1 m

 ゴールド ❖ 137571
 シルバー ❖ 137572

リネンスレッド 
137603 ¥640 （税込 ¥691）
ナチュラルタッチの細い糸。針やボタン穴にも 
通ります。全長 13.7 m

DESIGNER WASHI TAPE

new! デザイナーワシテープ・ポップ・オブ・ピンク
141649 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（ゴールドフォイル加工を含む）、 
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
P. 18–19でコーディネート製品を紹介しています。 
ベーシックブラック、ゴールド、メロンマンボ

new! デザイナーワシテープ・プレイフル・パレット
141659 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5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
P. 38-39でコーディネート製品を紹介しています。
ベーシックブラック、ブラッシングブライド、エメラルド・エンビー、 
ピーク・ア・ブー・ピーチ、スウィート・シュガープラム

new! デザイナーワシテープ・ 
アフェクショナリー・ユアーズ
141635 ¥1,150 （税込 ¥1,242）
5ロール（コッパーフォイル加工デザインを含む）、 
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 
コッパーフォイル 、キューカンバー・クラッシュ、ダフォディル・ディライト、 
ミントマカロン、ナイトオブネイビー、ウォーターメロン・ワンダー
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スタンピングスポンジ
141337 ¥500 （税込 ¥540）
クラッシックStampin’ Ink(P. 51–53)と併用し、 
多様な色彩効果を。３個/１パッケージ。

Stampin’ スプリッツァー
137658 ¥420 （税込 ¥453）
水またはアルコールとクラッシックStampin’ Ink(P. 51–53)の 
お好きなカラーを空のボトルに入れて使用できます。広い 
エリアを霧吹し、マスキング、カラーリングするのに最適。 
ボトル2本入り、容量12 ml/１ボトル。

スポンジドーバー
137897 ¥710 （税込 ¥766）
指にはめられるので作業しやすいスポンジ。ドーバーを 
用い直接作品にスタンピングすれば、独自の風合いが 
楽しめます。5個入り。

StāzOn（ステイズオン) 
スタンプ用のパーマネントインク。ウォーターカラーの 
色づけに最適です。また、ウィンドウ·シート（P. 58）の 
ような通気性のない素材の表面にも使えます。StāzOn 
クリーナーで洗浄できます。

 インクパッド・ジェットブラック 
138085  ¥1,150 （税込 ¥1,242）

 インクレフィル・ジェットブラック(15 ml) 
138086  ¥860 （税込 ¥928）

アーカイバルStampin’ Pad
ウォーターカラーリングに最適なパーマネントインク。 
レフィル：14.8 ml
ベーシックブラック ❖ 140931 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
インクレフィル・ ベーシックブラック 
140928 ¥790 （税込 ¥853）
ベーシックグレー ❖ 140932 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
インクレフィル・ ベーシックグレー  
140929 ¥790 （税込 ¥853）

Aqua Painter（アクアペインター)
137867 ¥2,430 （税込 ¥2,624）
水をカートリッジに入れて使うAqua Painterを使えば、  
簡単に水彩タッチが描けます。
ペインター2本 （ミディアム ブラシチップ×１、 
ラージブラシチップ×１）
ウォーターカラーペーパー（P. 58）、カードストック・ 
シマリーホワイト（P. 58）、クラッシックStampin’ Ink 

（P. 51–53）とご使用ください。

ブレンダーペン
137704 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
特殊な溶液の入ったデュアルチップペンでカラーブレンディングを 
簡単に。ウォーターカラーペーパー（P. 58）、カードストック・ 
シマリーホワイト（P. 58）、クラッシックStampin’ Ink 

（P. 51–53）とご使用ください。アシッドフリー、 
キシレンフリーペン、3本入り

StāzOn・クリーナー
138084 ¥710 （税込 ¥766）
このクリーナーで、フォトポリマースタンプに ついたStāzOn 
インクを落とし、コンディションを整え、 スタンプへのインクの
色移りを防ぐことができます。 60 mlボトル

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：4.4 cm

COLORING TOOLS

ホワイト Stampin’ チョークマーカー
138081 ¥500 （税込 ¥540）
チョークの風合いが楽しめるパーマネント 
インク。シングルチップ。アシッドフリー

デコレーションマスク•ハート＆スター
137702 ¥420 （税込 ¥453）
スクラップブックページやカードなどの背景作りに最適。 
21.6×21.6 cmサイズに適応。
全2枚（ハート×１、スター×１）

VersaMark（バーサマーク）
エンボス時、パウダーを付着させるのに最適なクリアインク。 
また、ダブルトーン（濃淡効果）や透かし効果を作りたい 
ときには、スタンプイメージにStampin’ Embossパウダー
(P. 63)を接着し、ヒートツール（P. 63)で固めれば、簡単に作
ることができます。アシッドフリー。
パッド ❖ 137737  ¥1,070 （税込 ¥1,155）
レフィル (14.8 ml) ❖ 137749  ¥570 （税込 ¥615）
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Stampin’ Emboss（エンボス）パウダー
各 ¥710 （税込 ¥766）
エンボス時に使用するパウダー。熱を加えることで立体的に
仕上がります。VersaMark （バーサマーク）パッド（P. 62）、 
ヒートツール（P. 63）と併用できます。14 g 

 クリア ❖ 137508 
 ゴールド ❖ 137510
 ホワイト ❖ 137514

new!  コッパー ❖ 141636
 シルバー ❖ 137513

ヒートツール
137101 ¥3,400 （税込 ¥3,672）
スリムで持ちやすく、使いやすいデザイン。2段階の 
温度設定ができます。（低温：インク乾燥用、高温： 
ヒートセット・パウダー用） 

メニーマーベラス・マーカー
137715 ¥15,820 （税込 ¥17,085）
カラーコレクション38色（ウィスパーホワイト、 ベリーバニラを除く）のStampin’ Writeマーカーが 丈夫なケースに 
入ったお得なセット。In Colorマーカー用のスペアスペース有り。 
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Color Caddy （カラーキャディー）
104335 ¥8,630 （税込 ¥9,320）
クラッシックStampin’ PadとInkレフィルの収納に便利な 
キャディ。回転式なので、使うインクをすぐに探せます。インク 
パッド48個とレフィル48個を収納可能。インクパッドと 
レフィルは別売です。高さ：約41cm。

ヒート＆スティックパウダー
137994 ¥640 （税込 ¥691）
加熱すると粘着性がでる粉末接着剤でグリッターを 
接着します。VersaMark（バーサマーク）パッド（P. 62）、 
ヒートツール（P. 63）、Stampin’ Glitter（P. 63）と 
併用できます。14.2 g

new! Embossing Buddy  

（エンボシング・バディー）
103083 ¥860 （税込 ¥928）
パウダーやグリッターを使う時に、予めペーパーをこの 
エンボシング・バディーでこすっておくと、余分なところに 
飛び散りにくくなります。

Stampin’ Glitter（グリッター）
作品をグリッターで仕上げたい時に。ヒート＆ 
スティックパウダー（P. 63）または他の接着ツール 

（P. 64）と併用してください。23 g

 ゴールド ❖ 137707  ¥560 （税込 ¥604）
 シルバー ❖ 137708  ¥560 （税込 ¥604）
 ダズリングダイヤモンド ❖ 137705 

¥710 （税込 ¥766）
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ADHESIVES

ペーパー 
(フラット)

ペーパー 
(立体)

細かい 
ダイカット

ピース
グリッター グリマー 

ペーパー
ウィンドウ

シート
リボン＆ 
トリム ベルム

ファストフューズ

SNAIL Adhesive

ファインチップ・グルーペン

マルチパーポス・リキッドグルー

Mini Glue Dots

ティア＆テープ･アドヒーシブ

Stampin’ Dimensionals

フォーム・アドヒーシブ・ストリップ

接着ツールAdhesives?

ファストフューズ・アドヒーシブ
瞬時にきれいに接着できる超強力接着 
テープ。思い出の作品にも安心してお使い 
いただけます。レフィルは8 m分増量の 
20 ｍでお得です。アシッドフリー
ファストヒューズ (12 m) 
137422 ¥1,280 （税込 ¥1,382）  
レフィル (20 m) ❖ 137423 
¥980 （税込 ¥1,058）

SNAIL Adhesive 
（スネイル・アドヒーシブ）
両面の接着テープ。12 mを連続使用 
できます。使いやすく、詰め替えが簡単。 
瞬間接着。アシッドフリー

SNAIL Adhesive (12 m) 
137916 ¥600 （税込 ¥648）
レフィル（12 ｍ) ❖ 137917 
¥400 （税込 ¥432）

new! ファインチップ・グルーペン
138309 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
小さいエンベリッシュメントやグリッターを 
接着する際や、緻密な切り抜きが施された
ペーパーをプロジェクトに接着する際に 
便利な接着ツール。キャップについている 
ピンが乾燥を防ぎ、チップをクリアに 
保ちます。30 ml

マルチパーポス・リキッドグルー
137882 ¥560 （税込 ¥604）
グリッター等のエンベリッシュメントを 
接着できます。細いチップと幅広いチップ。 
強い接着力で、完全に乾くと透明に 
なります。27 ml、アシッドフリー

Mini Glue Dots
137880 ¥750 （税込 ¥810）
カード、各種エンベリッシュメントの接着に 
最適な強粘着性、両面接着ドットタイプの 
グルー。嫌な臭いがなく、 取り扱いしやすく、 
乾燥時間も不要な優れた一品です。重厚感が 
あるエンベリッシュメントもしっかり接着します。
300個、各5 mm

new! ティア＆テープ･アドヒーシブ
138995 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
強粘着性の両面テープ。ボックスや 
立体的な作品を作る際に最適です。 
24.7 m、アシッドフリー

Stampin’ Dimensionals
137685 ¥560 （税込 ¥604）
両面接着フォームドットで、デコレーションに 
高さと立体感を出すことができる 
接着フォーム。フォーム300個、アシッドフリー

new! フォーム・アドヒーシブ・ 
ストリップ
141825 ¥1,150 （税込 1,242）
シェイカーカード等に最適な両面接着 
フォームストリップ。
ストリップ（3.2 mm×22.9 cm幅）×40本
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trimmerstampin’

カッティングとスコアリング	
ブレードが一緒に付いているので、	

交換の手間が省けます。

各種ブレードや	
トリマーグッズの	

収納スペースも充実。

V字型のカッティングブレードで、	
きれいなストレートカットができます。

CUTTING TOOLS

Stampin’ トリマー（cm表示）
129722 ¥4,310 （税込 ¥4,654）
安定したストレートカットのために特別に設計されたトリマー。 全長30.5 cmまでの 
カットまたはスコアリングが簡単にできます。カッティングブレードとスコアリング 
ブレード各1つ入り。15.9 cmのカッティングベースに加え、大きな作品には、 
36.5 cmまで拡張可能な物差しを使用できます。耐久性のあるプラスチックで表面が
カバーされた物差しとグリッド、先の細いカッティングハンドルで、正確な測定が 
可能です。右側のグリッドで、細いストリップをカットします。 

ペーパースニップ 
137843 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
6.4 cmの薄い刃で細かい部分も 
カッティングでき、きれいに切り取る
ことが可能です。

フリンジシザー
137842 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
フリンジや芝生状のトリミングや、 
紙をまわして数回切るだけで 
紙吹雪をつくれる十字切りができる 
便利ツール。ハサミの中央まで紙を 
挿入し、先端に到達する前に 
カッティングをやめるとうまくいきます。

Stampin’トリマー・ 
スコアリングブレード
137847 ¥710 （税込 ¥766）
2個セット

Stampin’トリマー・ 
交換用カッティングマット 
137848 ¥560 （税込 ¥604）
交換用マット2つ入り

Stampin’トリマー 
カッティングブレード
126995 ¥860 （税込 ¥928）
2個セット
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TOOLS

scoredsimply

簡単にスコアリングできるので、	
たくさんのカードもすぐに作れます！

オリジナルボックスや	
ロゼットなど、アレンジの	

幅が広がります！

備品の収納スペースも充実。

Simply Scored 
（シンプリースコアード）スコアリング
プレート（cm表記)
137703 ¥2,130 （税込 ¥2,300）
プレート左側に1cm毎の溝があり、その 
他にもcm表記のカードサイズをスコアリング 
するための５つの溝があります。プレートの 
右側には、5 mm毎に溝があります。プレートの 
上部にあるcm表記の物差しで１ cmまで 
マーキング可能。

ボーンフォルダー
137798 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
紙やカードストック簡単にスコアリングし、 
鮮明な折り目を作ります。

ペーパーピアシングツール
137765 ¥560 （税込 ¥604）
テンプレートを使用して、ユニークな 
デザインをピアシングします。人間工学に 
基づいた10.2 cmのハンドルと2.2 cmの 
ニードルチップを備えた洗練されたデザイン。 
ストレージチューブ、保護キャップ付き。

グリッドペーパー
137969 ¥1,580 （税込 ¥1,706）
ワークスペースを保護します。メモ用紙や 
定規として使用できます。
100枚入り、28 x 43 cm

Simply Scored(シンプリースコアード）スコアリングツール
137893 ¥4,310 （税込 ¥4,654）
スコアリングに最適なツール。スタイラス、プレースマーカーがセットになっており、 
表面にスタイラス、側面にプレースマーカーやボーンフォルダーの収納スペースが 
あります。ボーンフォルダー（P. 66)は別売りです。
ボードのサイズ：38 x 33.7 x 2.5 cm、ペーパー最大サイズ：12 x 12インチ 
(30.5 x 30.5 cm)
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new! デュエット・バナーパンチ
141483 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

new! ブラッサムバンチ・パンチ
140612 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

new! バルーンブーケ・パンチ
140609 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

スカロップ・タグトッパーパンチ 
137837 ¥3,310 （税込 ¥3,574）

new! トリプル・バナーパンチ
138292 ¥3,310 （税込 ¥3,574）

2.5 cm、3.8 cm、5.1cm幅のバナーをカットできます。

※全てのパンチ画像は	

ほぼ実物大です。

Project Life・ 
コーナーパンチ

137819 ¥1,150 （税込 ¥1,242）

パンチとコーディネート	

されたスタンプは､カタログの

各スタンプ紹介ページにて、	

該当するデザインを	

アウトライン表示しています。

PUNCHES
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デコレート・ラベル・パンチ
137827 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

2インチ(5.1 cm)・サークルパンチ
137812 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

1-3/4インチ(4.4 cm)・サークルパンチ 
137810 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

new! 1-1/2インチ(3.8 cm)・サークルパンチ
138299 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

1-3/8インチ(3.5 cm)・サークルパンチ
137811 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

1-1/4インチ(3.2 cm)・サークルパンチ
137809 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

1インチ(2.5 cm)・サークルパンチ
137807 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

3/4インチ(1.9 cm)・サークルパンチ
137814 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

1/2インチ(1.3 cm)・サークルパンチ
137808 ¥860 （税込 ¥928）

スウィートハート・パンチ
137836 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

パンジーパンチ
137835 ¥2,300 （税込 ¥2,484）

プチ・ペタルパンチ
137915 ¥1,870 （税込 ¥2,019）

1/8インチ(3.2 mm)・サークルパンチ
137823 ¥1,290 （税込 ¥1,393）

1/16インチ(1.6 mm)・サークルパンチ
137820 ¥1,290 （税込 ¥1,393）new! フラワー・メダリオンパンチ

137417 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

全てのパンチ画像は	

ほぼ実物大です。
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new! ブロッサム・ビルダーパンチ
141469 ¥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。

new! フォックス・ビルダーパンチ
141470 ¥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。

ボー・ビルダーパンチ
137414 ¥2,590 （税込 ¥2,797）

new! ツリー・ビルダーパンチ
138295 ¥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。

new! アウル・ビルダーパンチ
118074 ¥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。

new! エイコーン・ビルダーパンチ
139681 ¥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。
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PUNCH BOARDS

21 43

21 43

21 43

new! ギフトバッグ・パンチボード
135862 ¥2,870 （税込 ¥3,099）
ギフトの大きさに合わせて、オリジナルサイズのバッグを作れるパンチボード。カードストックかデザイナーシリーズ・ペーパー（P. 51–56, 58)をご使用ください。 
幅9.2 cmまで、高さ10.2 cm から 25.4 cmまで、マチ幅5.1 cmのバッグが作れます。
Step 1:バッグを作るのに必要なサイズにペーパーをカットしてください。ペーパーを所定の位置に置き、パンチしてスコアリングします。 Step 2:タブを斜めにカットします。  
Step 3:スコアラインに沿ってバッグの形に成型します。お好みにより、パンチで穴をあけます。 Step 4:タブにアドヒーシブを貼り、折って接着します。

エンベロップ・パンチボード
137686 ¥2,870 （税込 ¥3,099）
簡単なステップで66種類のサイズのオリジナルの封筒が作れます。カードストックかデザイナーシリーズ・ペーパー（P. 51–56, 58)をご使用ください。パンチボードには、インチとcm単位の 
両方が表記された使いやすいサイズチャートが載っており、ストレージスロットには、スコアリングツールが内蔵されています。Step 1:作りたいサイズの封筒に従って、必要な大きさに、ペーパーや 
カードストックをカットしてください。 Step 2:内蔵のノッチパンチを使用して、用紙をスコアリングおよびノッチ（切り込み）を入れます。 Step 3:内蔵のコーナーラウンダーパンチを使用し、フラップ 

（折り返し部分）の角を丸くします。 Step 4:エンベロップの端を折り、接着します。

ギフトボックス・パンチボード
137689 ¥2,870 （税込 ¥3,099）
ギフトの大きさに合わせて、オリジナルサイズのボックスを作れるパンチボード。カードストックかデザイナーシリーズ・ペーパー（P. 51–56, 58）をご使用ください。最長で一辺10.2 cmまでの様々な 
サイズのボックスを作れます。サイズチャートは、ボードの上に表記されています
Step 1:ラインを引き、パンチして、スコアリングします。 Step 2:角をノッチします。 Step 3:ラインにあわせ、折り目をつけます。 Step 4:オリジナルボックスの完成！

70 © 2001–2016 STAMPIN’ UP! 

pu
nc

h 
bo

ar
ds



ダイカットマシンbig shot

エンボスフォルダー(P. 74)で、ペーパーに	
エンボス加工を施すことができます。

各種Thinlitsダイで、	
ボックスやバッグ、	
リボンなどが簡単に	
作れます。(P.72)

スタンプイメージは、コーディネート	
されたダイで簡単にカットする	
ことができます。(P.72-73)

BIG SHOT

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。 
フォームパッドサイズ:  
11.4 cm x 17.8 cm 
ブラシサイズ: 3.8 cm X 14 cm

プレシジ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。 

スタンダード・カッティング
パッド（交換用）
137501  
¥1,580 （税込 ¥1,706）
両面使用できます。2枚1組。

Big Shotプラットフォーム
142802  
¥3,730 （税込 ¥4,028）
交換用のプラットフォーム。 
薄いダイの時に使用する 
アダプターとセット。

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。 
製品サイズ：40.6 x 28.6 x 21.6 cm、5.6 kg 
※新プラットフォームがセットになっています。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。 
各種ダイやエンボスフォルダーはP.72-74に掲載されています。

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。
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サンドウィッチの作り方

thinlits & framelits

ダイ

用紙１枚

マグネット・	
プラットフォーム	

スタンダード・	
カッティングパッド

new! Thinlitsダイ・キューティーパイ 
138273 ¥5,020 （税込 ¥5,421）
1ピースケーキ型のボックスが作れるダイ。複数のボックスを合わせれば、ケーキ1台分の 
大きさも楽しめます。ダイ12種、ボックスの仕上がりサイズ：7 x 10.8 x 5.1 cm 
スウィート・スタック・スタンプセット(P. 20)とコーディネートできます。

new! Thinlitsダイ・ポップコーンボックス
141473 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
ポップコーンや他のお菓子などを入れるのに最適なトリートパッケージが作れるダイ。 
ダイ10種、ボックスの仕上がりサイズ：9.2 x 5.7 x 4.1 cm
レディー・トゥー・ポップ・スタンプセット(P. 19)とコーディネートできます。 

Framelitsダイ・ラージナンバー  
140622 ¥4,460 （税込 ¥4,816）
ダイ11種、イメージ最大サイズ：7.9 x 1.9 cm
ナンバー・オブ・イヤーズ・スタンプセット(P. 15)と 
コーディネートできます。

new! Framelitsダイ・ 
ラージレター 
141712 ¥14,150 （税込 ¥15,282）
ダイ37種、イメージ最大サイズ：3 x 5.9 cm
レターズ・フォー・ユー・スタンプセット(P. 14)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・ラブ・スタンプセット(P. 31)と 
コーディネートできます。

Framelitsダイ・バナー
137566 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
レイヤーリングダイ6種、 
イメージ最大サイズ：7 x 12.4 cm 

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 

Thinlitsダイ・カーヴィー・キープセイクボックス
137665 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
ユニークなタグ付きのボックスが簡単に作れるダイ。 
ダイ4種、ボックスの仕上がりサイズ：6.4 x 7 x 6.4 cm
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細かいイメージのダイをカットする場合の	
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

薄いダイの時に	
使用するアダプター

&

用紙１枚

プレシジョン	
ベースプレート

（ラベル面を下向きに置く）

Big Shot	
プラットフォーム

プレシジョンベースプレート（P. 71)は、左記で

紹介している4つのダイのような、細かい

イメージのダイをカットする時に便利です

Framelitsダイ・フラワーフェア
137616 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ11種、イメージ最大サイズ：6.4 x 6.4 cm
フラワー・パッチ・スタンプセット(P. 16)と 
コーディネートできます。

new! Framelitsダイ・ 
バンチ・オブ・バナー
141488 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
ダイ5種、イメージ最大サイズ：8.3 x 5.9 cm
バナーズ・フォー・ユー・スタンプセット(P. 32)、 
バースディ・バナー・スタンプセット(P. 11)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
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
フォクシーフレンズ・スタンプセット(P. 27)と 
コーディネートできます。

new! Thinlitsダイ・バタフライ
137360 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ3種、イメージ最大サイズ：11.1 x 8.9 cm
バタフライ・ベーシック・スタンプセット(P. 17)、 
ウォーターカラー・ウイングス・スタンプセット
(P. 42)とコーディネートできます。

Framelitsダイ・ 
ベイビーズファースト
137563 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ11種、イメージ最大サイズ：5.7 x 5.7 cm
サムシング・フォー・ベイビー・スタンプセット(P. 29)と 
コーディネートできます。

new! Framelitsダイ・ 
ボールドバタフライ 
138135 ¥2,440 （税込 ¥2,635）
ダイ2種、イメージ最大サイズ：7.9 x 5.4 cm
ウォーターカラー・ウイングス・スタンプセット(P. 42)
とコーディネートできます。 

new! Framelitsダイ・ 
レイヤリング・オーバル
141706 ¥5,020 （税込 ¥5,421）
ダイ15種、イメージ最大サイズ：7.3 x 8 cm

new! Framelitsダイ・ 
レイヤリング・スクエア
141708 ¥5,020 （税込 ¥5,421）
ダイ19種、イメージ最大サイズ：7.6 x 7.6 cm

new! Framelitsダイ・ 
レイヤリング・サークル
141705 ¥5,020 （税込 ¥5,421）
ダイ16種、イメージ最大サイズ：8.4 x 8.4 cm

new! Framelitsダイ・ 
アンブレラウェザー 
141479 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ13種、イメージ最大サイズ：6.2 x 3.3 cm
ウェザートゥゲザー・スタンプセット(P. 34)と 
コーディネートできます。

Framelitsダイ・スター
137655 ¥3,870 （税込 ¥4,179）
ダイ5種、イメージ最大サイズ：12.1 x 12.1 cm

new! Thinlitsダイ・ハローユー
137363 ¥¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ4種 、イメージ最大サイズ：10.8 x 3.8 cm
クレイジーアバウトユー・スタンプセット(P. 36)と 
コーディネートできます。
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new! フェスティブ
141471  
¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

new! ハッピーハート
137364 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
11.4 x 15.7 cm

ラージポルカドット
137680 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
11.4 x 15.7 cm

ラブリーレース
137681 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
11.4 x 15.7 cm

new! ラッキースター
135817 ¥1,070 （税込 ¥1,155）
11.4 x 15.7 cm

new! フラッタリング
139304  
¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

new! シーサイド
141481  
¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

new! ブリックウォール
138288  
¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

new! ソフトリー・ 
フォーリング
139672  
¥1,220 （税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

TEXTURED IMPRESSIONS 
エンボスフォルダー

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

エンボス	
フォルダーに	
用紙1枚を	

はさんだもの

Big Shot™	
プラットフォーム
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stamp set
Index

スタンプセットIndexでは、アルファベット順に 

スタンプセットを探せます。是非ご活用ください。

Serious Stuff (Legal)

0120-912-762（平日 9:15-17:00）

STAMPINUP.CO.JP

Stampin' Up Japan 合同会社 

（スタンピン･アップ・ジャパン）

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、Thinlits、Framelits、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、In Color、Simply Scored、 
SNAIL Adhesive、Stampin’ Emboss、Stampin’ Glitter、Stampin’ Ink、Stampin’ 
Mist、Stampin’ Pad、Stampin’ Scrub、Stampin’ Up!、Stampin’ Write、2 Step 
Stampin’ & DesignはStampin’ Up!(スタンピン・アップ）の登録商標です。

スタンプセット名（英語） スタンプセット名（日本語）
製品	
コード

価格
掲載	
ページ

Acorny Thank You エイコーニー・サンキュー 139718 ¥2,150
（税込 ¥2,322） 24

Balloon Celebration バルーン・セレブレーション 140675 ¥3,730 
（税込 ¥4,028） 12

Banners for You バナーズ・フォー・ユー 141710 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 32

Better than Email ベター・ザン・イーメール 140463 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 49

Birthday Banners バースディ・バナー 141506 ¥2,440 
（税込 ¥2,635) 11

Brushwork Alphabet ブラッシュワーク・アルファ
ベット 141772 ¥3,730 

（税込 ¥4,028） 49

Build a Birthday ビルド・ア・バースディ 138646 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 13

Bunch of Blossoms バンチ・オブ・ブロッサム 141573 ¥3,010 
（税込 ¥3,250） 43

Butterfly Basics バタフライ・ベーシック 137154 ¥3,440 
（税込 ¥3,715） 17

Crazy about You クレイジーアバウトユー 137137 ¥3,590 
（税込 ¥3,877） 36

Feather Together フェザー・トゥゲザー 141597 ¥2,440 
（税込 ¥2,635） 25

Flower Patch フラワー・パッチ 134207 ¥3,730 
（税込 ¥4,028） 16

Flower Shop フラワーショップ 137239 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 45

Foxy Friends フォクシーフレンズ 141549 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 27

Fresh Fruit フレッシュフルーツ 141770 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 23

Grateful Bunch グレートフルバンチ 140691 ¥3,010 
（税込 ¥3,250） 35

スタンプセット名（英語） スタンプセット名（日本語）
製品	
コード

価格
掲載	
ページ

Jar of Love ジャー・オブ・ラブ 141587 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 31

Letters for You レターズ・フォー・ユー 141968 ¥7,050 
（税込 ¥7,614） 14

Lovely As a Tree ラブリー・アズ・ア・ツリー 137285 ¥3,440 
（税込 ¥3,715） 48

Metro Type Alphabet メトロタイプ・アルファベット 133666 ¥3,730 
（税込 ¥4,028） 28

Number of Years ナンバー・オブ・イヤーズ 140653 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 15

Picture Perfect ピクチャー・パーフェクト 140520 ¥3,880 
（税込 ¥4,190） 40

Playful Backgrounds プレイフル・バックグラウンド 141920 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 39

Ready to Pop レディー・トゥー・ポップ 141513 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 19

Sheltering Tree シェルタリングツリー 137163 ¥3,590 
（税込 ¥3,877） 46

Something for Baby サムシング・フォー・ベイビー 137307 ¥2,290 
（税込 ¥2,473） 29

Sprinkles of Life スプリンクルズ・オブ・ライフ 139971 ¥3,010 
（税込 ¥3,250） 44

Sweet Stack スウィート・スタック 138948 ¥2,440 
（税込 ¥2,635） 20

Thoughtful Banners ソートフル・バナーズ 141614 ¥3,010 
（税込 ¥3,250） 37

Watercolor Wings ウォーターカラー・ウイングス 139424 ¥3,730 
（税込 ¥4,028） 42

Watercolor Words ウォーターカラーワード 138702 ¥3,730 
（税込 ¥4,028） 47

Weather Together ウェザートゥゲザー 141543 ¥3,010 
（税込 ¥3,250） 34

With All My Heart ウィズ・オール・マイ・ハート 137095 ¥3,690 
（税込 ¥3,985） 21

Work of Art ワーク・オブ・アート 137329 ¥3,150 
（税込 ¥3,402） 41

Year of The. . . イヤー・オブ・ザ... 136843 ¥3,150 
（税込 ¥3,402） 33

Zoo Babies ズー・ベイビーズ 137335 ¥2,150 
（税込 ¥2,322） 28

The index makes 

ordering easy!
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Join 
Stampin’ Up! 

with  
Starter Kit

デモンストレーターに関する詳細は

stampinup.co.jp/join
でもご覧いただけます。

デモンストレーターに	
なりませんか？  

Stampin’ Up!の製品は、世界各国に広がる公認デモンストレーターが 
販売しています。大好きなスタンプとペーパークラフトに思う 

存分触れながら、ハンドメイドの楽しさを多くのお客様とシェアして 
行く、デモンストレーターに仲間入りしませんか？デモンストレーター 

登録時にご購入いただくスターターキットは、今すぐ簡単な 
クラスを開けるアイテムが揃った、お得なセットになっています。

デモンストレーター登録にご興味のある方は、お近くの 
デモンストレーターにお問い合わせいただくか、 

弊社サポートセンターまでご連絡ください。ご登録に関する 
概要書面一式と共に、詳しい内容をご説明いたします。

※上記のスターターキットは、2016年10月以降の登録より適用となります。また、 
スターターキットの内容は変更する場合がございますので、必ずご登録の前にご確認ください。
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Get creative. 
Have fun.
repeat.

お友達と一緒にスタンピングを 
楽しみませんか？

(*1) 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。 
(*2) ご注文時に、相当額の製品をお選びください。詳しくはデモンストレーターまで。

Stampin’ Rewards

スタンピングパーティーを 
開いてみたいあなた！まずは 
デモンストレーターにご連絡 

ください。スケジュールや内容に 
ついて、一緒にプランしましょう！

Have Fun
Enjoy a simple project with  

people you care about.

Have Funお友達と、楽しいスタンピングタイムを！

グループオーダー合計＊1 リワード金額＊2

15,000円以上　30,000円未満 1,500円

30,000円以上 3,500円

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 
開いたスタンピングパーティーのグループのご注文 
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。

Get Creative
デモンストレーターと一緒に素敵な 

プロジェクトを作りましょう！

Repeat
Stampin’リワードの特典を使って、製品を賢くＧＥＴ！
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INFORMATION:

Shop 
Online

Stampin’ Up!では、このカタログに 
掲載されていないシーズン品や 

限定製品も含め、全ての 
製品をオンラインストアにてご 

紹介しています。おすすめの製品や 
カラーバリエーションも多数ございますの
で、その他の製品もチェックしたい方は、 
ぜひオンラインストアをご覧ください。

0120-912-762
stampinup.co.jp

STAMPIN’ UP JAPAN 合同会社
（平日 9:15～17:00）

カタログ有効期限 2016 － 2017
参考価格/1部 ￥467（税込）

JAPAN

stampinup.co.jp/store




