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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OccasionSカタログ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、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、Two-Step Stampin’ & Designは 

Stampin’ Up!(スタンピン・アップ)の登録商標です。

our 
products

our 
products

inspirationinspiration

legallegal

私はバレンタインデーが大好きです。でも、アメリカでのバレンタインは 
日本のものとは少し違うんですよ。皆さんのバレンタイン・ 
プロモーションのヒントになるかもしれないので、アメリカでは 
どのようにお祝いするか、お話したいと思います。アメリカでの 
バレンタインデーは、社交的な人もシャイな人も、男性も女性も、 
若い人も年を重ねた人も、全員がバレンタインを楽しみます。 
周りにいる皆への愛を分かち合う日なのです。こんな素敵な日は 
他にないと思いませんか？

私と娘のSaraは、毎年Stampin’ Up!本社でのバレンタインを 
大いに楽しみます。日ごろのハードワークに感謝を込めて、小さな 
チョコレートを全社員にプレゼントします。バレンタインの1週間前は、 
私たちも家族や友人にあげるカードや、バレンタインのトリートに 
つけるタグを作るのに多忙を極めますが、どこにいようが、誰で 
あろうが、どんな環境で暮らしていようが、お世話になった人 に々 
感謝の気持ちを伝えることは、気持ちの良いものです！ 

このカタログには、バレンタインデーに愛を伝えるたくさんの 
プロジェクトアイディアが掲載されています。また、ウエディングや 
応援メッセージなど、年間を通して様 な々オケージョンに使える 
アイディアもあります。弊社のデモンストレーターが、あなたの 
オケージョンに合わせて、一緒にプロジェクトを考えてくれますよ！

Stampin’ Up！の製品だけでなく、ビジネスにも興味がある方は、 
担当のデモンストレーターにお気軽にお問い合わせください。登録 
方法など、デモンストレーターのビジネスを始めるのに必要な情報を 
シェアしてくれますよ。それでは、楽しいスタンピングライフを！

愛を込めて。

Shelli Gardner 
（シェリ・ガードナー）
取締役会長、創業者
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お友達と一緒にスタンピングを 
楽しみませんか？

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！

*　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

Stampin’リワードプログラム

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。

have fun!get creative!

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 
シェアしていく、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。

STAMPIN' UP!

joinjoin
デモンストレーターになりませんか？
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suite

Sending

LoveSending

Love
Bold designs and 
traditional colors

グラシンシート・センディングラブ
142734 ¥710 （税込 ¥766）
上品なホワイトのハートがプリントされた 
グラシンシート。バッグやエンベロップに 
最適。15.2 x 30.5 cm、8枚、アシッドフリー

シールド・ウィズ・ラブ・バンドルセット
シールド・ウィズ・ラブ・スタンプセット 
+ Framelitsダイ・ラブノート

144705 ￥6,580  （税込 ¥7,106）

Framelitsダイ・ラブノート
142752 ¥4,310 （税込 ¥4,654）
ダイ14種
イメージ最大サイズ：14.9 x 2.2 cm
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログP. 71)が必要です。
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returning favorite!
12×12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、 30.5 × 30.5 cm  
アシッドフリー、リグニンフリー

ミニペーパークリップ・ 
コンボパック
142766 ¥710 （税込 ¥766）
ミニペーパークリップ36個 

（3色×各12個）、6.4 mm x 1.6 cm
ゴールド、シルバー、ホワイト

センディングラブ・リボン・ 
コンボパック
142737 ¥1,000 （税込 ¥1,080）
上品な2色のグログランリボン。 
2ロール、1/8インチ(3.2 mm)幅 、全
長 4.6m
リアルレッド、ウィスパーホワイト

エンベリッシュメント・ 
センディングラブ
142735 ¥850 （税込 ¥918）
エッチングされたイメージの 
ウッドエレメント。
36個（デザイン6種×各6個）、 
最大サイズ：2.5 x 2.4 cm

デザイナーシリーズ・ペーパースタック・センディングラブ
142733 ¥1,430 （税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート8種×各6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
リアルレッド、ウィスパーホワイト

シールド・ウィズ・ラブ ❖ スタンプ27種
Sealed with Love ❖ 142815 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G

２ステップ   Framelitsダイ・ラブノート(Ｐ. 4)とコーディネートできます。
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ダブルテイク ❖ スタンプ11種
Double Take ❖ 142908 ¥5,030 （税込 ¥5,432） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、D、H

２ステップ
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ザッツ・ザ・タグ・スタンプ
セットとThinlitsダイ・ 

タイムレス・タグで、簡単に
タグがつくれます。

ザッツ・ザ・タグ ❖ スタンプ20種
That’s the Tag ❖ 142918 ¥2,440 （税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G

 1-3/4" (4.4 cm)インチ・ サークルパンチ (年間カタログ P. 68)とコーディネートできます。   Thinlitsダイ・タイムレス・タグ (P. 7)とコーディネートできます。

ザッツ・ザ・タグ・バンドルセット
ザッツ・ザ・タグ・スタンプセット 
+ Thinlitsダイ・タイムレス・タグ 

144725 ￥5,420 （税込 ¥5,853）

Thinlitsダイ・タイムレス・タグ 
142755 ¥3,590 （税込 ¥3,877）
ダイ7種、イメージ最大サイズ：6.7 x 5.7 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ P. 71)が 
必要です。 細かいデザインにはプレシジョンベース 
プレート(年間カタログ P. 71)を併用してください。
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ハッピーセレブレーション ❖ スタンプ22種
Happy Celebrations ❖ 143012 ¥5,030 （税込 ¥5,432） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、G、H

２ステップ ❖ Textured Impressionsエンボスフォルダー・セレブレーションデュオ（P. 8)とコーディネートできます。

Textured Impressions 
エンボスフォルダー・ 
セレブレーションデュオ
142760 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
デボス加工を施すことができます。
フォルダー2種、各：6 x 16.4 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ
P. 71)が必要です。
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クラフトStampin’ Ink・ウィスパーホワイト
エンボッシングや暗い色のカードストックに光沢映えさせたい 
時にピッタリなパーマネント・ピグメントインク。セットに 
なっている空のパッドに、ご自身でインクを足してご使用 
ください。アシッドフリー、空パッド、レフィル：14.8 ml
インク＋空パッド  145406 ¥1,430 （ 税込 ¥1,544） 　
レフィル 101780 ¥640 （ 税込 ¥691） 

Thinlitsダイ・ウィンドウボックス
142762 ¥5,460 （税込 ¥5,896）
ダイ9種、イメージ最大サイズ：15.2 x 14.1 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ P. 71)が 
必要です。細かいデザインにはプレシジョンベースプレート 
(年間カタログ P. 71)を併用してください。

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

Thinlitsダイ・ 
ウィンドウボックスは、 
トップへの飾り付けや、 

切り抜いた柄のデザインで 
アレンジできます。
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© 2015 STAMPIN’ UP! 

カードストックをダイカットし、 
スタンプします。

ボーンフォルダー(年間カタログ 
P. 66)で花びらをカールさせます。

花びらをマルチパーポス・ 
リキッドグルー(年間カタログ 
P. 64)で貼り合わせて、 
立体フラワーの完成！

suite

succule
ntå

Gardensucculent–

Garden
Fresh florals,  
endless options

332211
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デザイナーシリーズ・ペーパー・サキュレントガーデン
142778 ¥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
カリプソコーラル、ミントマカロン、オールドオリーブ、スウィート・シュガープラム、ティップ・トップ・トープ、ウィスパーホワイト

オー・ソー・サキュレント ❖ スタンプ30種
Oh So Succulent ❖ 142992 ¥3,010 （税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C

２ステップ   Framelits ダイ・サキュレント(P. 11)とコーディネートできます。

Framelits ダイ・サキュレント
142757 ¥4,740 （税込 ¥5,119）
ダイ17種、イメージ最大サイズ：7.8 x 7.8 cm
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログP. 71)が 
必要です。

カードストックパック・サキュレントガーデン
142780 ¥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
ミントマカロン、オールドオリーブ、ティップ・トップ・トープ

サキュレントガーデン・3/8インチ(1 cm)
リボン・コンボパック
142781 ¥1,290 （税込 ¥1,393）
2ロール、各：全長4.6m、1cm幅
スウィート・シュガープラム、ウィスパーホワイト

オー・ソー・サキュレント・バンドルセット
オー・ソー・サキュレント・スタンプセット +  
Framelits ダイ・サキュレント 

145184 ￥6,970  （税込 ¥7,527）
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Information

このカタログに掲載されている 
製品以外にも、Stampin’ Up!の 

年間カタログでは、
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?want

More?
contact your demonstrator

このカタログに掲載されている製品は、 
主に上記の期間内での販売となります。

※在庫がある場合は、販売期間を 
延長する場合があります。

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  
¥96 （税込 ¥103）

to
1月 3月

occasions
part 1

period:

occasions
part 1

period:

japan

◎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12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。


