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Gardner
Family

私は今でも初めてスタンプした日のことを忘れられません。
ノートカードに乳母車のスタンプを押したのですが、それはまるで魔法のような仕上がりで、
1つの芸術作品のように思えたのです！何年もスタンプをしていると、こういった気持ちを
忘れがちですが、初めてスタンプをする人にとっては、スタンプ、ペーパー、インクで、
見違えるほどの素敵なデザインができることが、まるで魔法のように感じるものです。
私がまだスタンプ初心者だった時は、周りにスタンプを教えてくれる人が誰もいません
でした。だからこそ、スタンピングテクニックやエンベリッシュメントの合わせ方等々、
シェアしてくださるデモンストレーターの皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。
デモンストレーターと一緒にスタンピングするのは本当に最高です。ハンドメイドの
プロジェクトをつくった達成感をお互い語り合い、笑い、シェアすることができる上、
その経験は人生を変えるものにもなり得るからです。
カナダがStampin’ Up!ファミリーに加わって、今年でちょうど15年になります。世界に
広がっているStampin’ Up!の先駆けとして、長い間ともにスタンピングを楽しみ、
広めてくれていることに心から感謝します。
どんなプロジェクトをつくろうかと想像が膨らむこのカタログを、どうぞ楽しんでください。
そして、デモンストレーターは、あなたがスタンピングの魔法にかかっている間に浮かんだ
様々な質問や疑問にいつでも答えてくれるので、何かあれば遠慮なくお問い合わせください。
それでは、スタンピングを楽しんでくださいね！
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Getting
Started

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！

Stamps & Color

Stampin' Up!のメインアイテムといえば、
やっぱり
スタンプ。
イメージやセンチメント、背景からアクセント
まで、
スタンプがあれば、
プロジェクトを自由自在に
アレンジできます。
カラーコーディネートされたインクやペーパーと
一緒に、
スタンピングを楽しみましょう。

Coordinating Tools

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。
カットしたイメージを使えば、
デザインアレンジの幅がより広がります。

Create

Stampin' Up!のスタンプ、
カラー、
ツール、
ダイ、
エンベリッシュメントを組み合わせれば、立体的で、
凝ったデザインも簡単にアレンジできます。

もらった人も驚くような、豪華で素敵な
プロジェクトをつくりましょう！
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stamp
it up !

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。

PHOTOPOLYMER
フォトポリマースタンプは、透明で、位置合わせが
簡単にできるので、下記のような、
フォトポリマーならではのスタンプテクニックが
楽しめます。

1. Mix & Match

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。

2. Repeating Patterns
スタンプを連続で押していくと、模様がつくれます。

3. Clear Alignment

透明なので、
イメージや文字の位置合わせも簡単です。

4. Two-Step

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。

クリアブロックの推奨サイズは、
カタログおよびケースに記載されて
います。製品の詳細や、
お得な
バンドルセットはP. 86を
ご覧ください。

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。

Tip

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。
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2017-2019

Letyour
color
make
project !
パウダーピンク

フレッシュフィグ

In Color

ベリーバースト

レモンライム・ツイスト

トランキル・タイド

In Colorコレクション
（P. 60）
は、
2年間の期間限定アイテム！
2016-2018

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。
このカタログでは、suiteやプロジェクトを
通して、
いろいろなカラーコーディネートを
提案しています。

ダッパーデニム

エメラルド・エンビー

In Color

ピーク・ア・ブーピーチ

フラーティー
フラミンゴ

スウィート
シュガープラム

お気に入りのカラーコーディネートで、
スタンピングを楽しんでください。

subtles

サトル•コレクション
（P. 62）
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brights

ブライト•コレクション
（P. 62）

regals

neutrals

ブライト•コレクション
（P. 61）

ニュートラル•コレクション
（P. 61）

ピンク・ピルエット

ブラッシングブライド

メロンマンボ

リアルレッド

ローズレッド

チェリーコブラー

ウィスパーホワイト

ソー・サフラン

カリプソコーラル

パンプキンパイ

タンジェリン・タンゴ

クラッシュド・カリー

ケイジャン・クレイズ

サハラサンド

クランブルーキ

ペアーピザッズ

ワイルドワサビ

ダフォディル・ディライト

オールドオリーブ

オールウェイズ
アーティチョーク

スモーキースレート

ベーシックグレー

ソフトスカイ

プールパーティー

テンプティング・ターコイズ

バミューダ・ベイ

ナイトオブネイビー

ソフトスウェード

アーリーエスプレッソ

マリーナミスト

ウィステリア・ワンダー
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パシフィック・ポイント リッチラズルベリー

エレガント
エッグプラント

ガーデングリーン

アイランドインディゴ

パーフェクトプラム

チョコレートチップ

ベリーバニラ

ベーシックブラック

who are we?
Great experiences with great
people and great products !

Stampin’ Up!は、29年の歴史と共に、
ペーパークラフト製品の
メーカーという枠を超えて、人と人をつなぐコミュニティを育んで
来た、
グローバルカンパニーです。
スタンピングを通じて、
友達や
大切な人と過ごす楽しい時間を提供しています。
どなたでも、
スタンピングの集いに参加でき、
そのような集いをコーディネート
することができます。
そして、皆様の手により、私どもの製品から
グリーティングカードやギフトを始めとする、記憶に残るハンドメイド
作品が、
たくさん生まれています。
お客様とデモンストレーターが、
一緒に夢中になって楽しめるものがスタンピングです。
さあ、一緒に
スタンピングワールドを楽しみましょう！
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New

to the catalog?
このコーナーでは、
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ださい。

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。

Stamping Tools

スタンプ、クリアブロック、グリッドペーパー等、
基本ツールを揃えておけば、スタンピングを
いつでもすぐに楽しめます。

DON'T KNOW WHERE TO START?
Coffee Break (P. 8)
Eastern Palace (P. 14)
Delightful Daisy (P. 18)
Birthday Memories (P. 24)
Foil Frenzy (P. 30)
Whole Lot of Lovely (P. 34)
Bundle of Love (P. 38)
Color Theory (P. 42)

Suites
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。
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Quick & Easy

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。

Cutting Tools

パンチ、ダイ、Big Shot、Stampin'トリマー等の
カッティングツールもプロジェクトを彩るのに欠かせません。

Cleaning Station

スタンプ用のクリーニング製品を
揃えておけば、スタンプを
常に清潔に保て、繰り返し使えます。

WANT MORE CREATIVE FREEDOM?
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

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が
ご覧いただけます。

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。

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
最新情報をチェック。

Instagram

Stampinʼ Up! 製品でつくった
プロジェクトをinstagram
（インスタグラム）
でシェアしましょう！
instagram.com/stampinupjapan

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。
© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Everyday Occasions

8

coffee break suite
Satisfy your coffee craving with this warm assortment
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New ! コーヒーカフェ ❖ スタンプ16種

Coffee Café ❖ 143677 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖ 推奨ブロックサイズ：A, B, C, D, H
Framelitsダイ・コーヒーカップ
（P. 83）
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・
コーヒーブレイク ❖ P. 64

144155 ¥1,580
（税込 ¥1,706）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

10% Off

コーヒーカフェ・
バンドル
コーヒーカフェ・
スタンプセット

+

Framelitsダイ・
コーヒーカップ ❖ P. 83

143745 ¥4,310
（税込 ¥4,654）
ダイ13種

Framelitsダイ・
コーヒーカップ
（P. 83）
145331 ¥6,580（税込 ¥7,106）

カードストックパック・
コーヒーブレイク ❖ P. 64

144157 ¥1,150（税込 ¥¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）
クランブルケーキ、アーリーエスプレッソ、
ペアーピザッズ

3/8インチ
（1 cm）
・クラッシック
ウィーブリボン ❖ P. 70
¥1,000（税込 ¥1,080）

クランブルケーキ ❖ 144162
ソフトスカイ ❖ 144160
ウィスパーホワイト ❖ 144159
全長 9.1 m

コリュゲーティッドエレメント ❖ P. 68
144158 ¥500
（税込 ¥540）
24個
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Everyday Occasions

New ! バイクライド ❖ スタンプ24種

Bike Ride ❖ 143716 ¥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・ビルド・ア・バイク
（P. 82）
とコーディネートできます。

10% Off

バイクライド・
バンドル
バイクライド･
スタンプセット

+

Framelitsダイ・
ビルド・ア・バイク
（P. 82）
145314 ¥6,100（税込 ¥6,588）

イメージオンリーの
スタンプセットは、
他のグリーティングと
組み合わせれば、 Tip
どんな
オケージョンでも
楽しめます。

このサンプルには、
フェザートゥゲザー・スタンプセット
（P. 52)も使用しています。
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Everyday Occasions

10% Off

クライミング・
オーキッド・
バンドル
クライミング・オーキッド・
スタンプセット

+

Framelits ダイ・
オーキッドビルダー（P. 82）
145334 ¥6,720（税込 ¥7,257）

New ! クライミング・オーキッド ❖ スタンプ28種

Climbing Orchid ❖ 143723 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、G
Framelits ダイ・オーキッドビルダー（P. 82）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Everyday Occasions

Tip
ジャー・オブ・ラブ・
スタンプセットは
レイヤリングに最適。
インクのレイヤリングや、
Framelitsダイ・
エブリディジャー
（P. 82）
を
使った立体的な
レイヤリングを楽しめます。

このサンプルには、
バンチ・オブ・ブロッサム・スタンプセット
（P. 45)も使用しています。

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. 79）
とコーディネートできます。

12
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Everyday Occasions

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。

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. 82）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Everyday Occasions

14

eastern palace suite
Bold imagery with detailed, Eastern-inspired opulence
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Thinlitsダイ・
イースタン・メダリオン ❖ P. 83

143725 ¥4,740
（税込 ¥5,119）
ダイ14種

ビニールステッカー・
イースタンゴールド ❖ P. 68

10% Off

イースタン・
ビューティー・
バンドル

144150 ¥1,000
（税込 ¥1,080）
15.2 x 15.2 cm、
4枚

イースタン・ビューティー・
スタンプセット

+

カードストックパック・
イースタンパレス ❖ P. 65

Thinlitsダイ・
イースタン・メダリオン
（P. 83）

144149 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）

145308 ¥6,970（税込 ¥7,527 ）

スペシャル・
デザイナーシリーズ・ペーパー・
イースタンパレス ❖ P. 65

ダッパーデニム、
フレッシュフィグ、
トランキル・タイド

ミニタッセル・アソートメント ❖ P. 69

144147 ¥1,870
（税込 ¥2,019）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

144154 ¥1,070
（税込 ¥1,155）
4.4 cm、12個

New ! イースタン・ビューティー ❖ スタンプ21種

Eastern Beauty ❖ 143675 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖ 推奨ブロックサイズ：A、C、D

1-1/4インチ（3.2 cm）
・ サークルパンチ、2インチ
（5.1 cm）・サークルパンチ
（P. 78）
とコーディネートできます。
Thinlitsダイ・イースタン・メダリオン
（P. 83）
、Framelitsダイ・レイヤリング・サークル
（P. 82）
とコーディネートできます。
© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Everyday Occasions

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

16
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Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー（P. 82）
とコーディネートできます。

Everyday Occasions

Tip
バナーズ・フォー・ユー・スタンプセット
（Ｐ．
１６）
を、
バナーだけでなくラベルやタグ等にアレンジしてみましょう。

New ! モア・ザン・チョコレート ❖ スタンプ28種

More Than Chocolate ❖ 143689 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、E

２ステップ

Framelitsダイ・レイヤリング・サークル、Framelitsダイ・スウィート＆サッシー（P. 82）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Thanks

Delightful Daisy Suite

18

Delicate and elegant florals designed to delight you
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デイジー・パンチ ❖ P. 79

143713 ¥2,590
（税込 ¥2,797）

カードストックパック・
ディライトフル・デイジー ❖ P. 65
144139 ¥1,150（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）

カリプソコーラル、
オールドオリーブ、
プールパーティー

ファセットジェム ❖ P. 69
¥710（税込 ¥766）
72個
クリア ❖ 144142
ゴールド ❖ 144141

1/4インチ
（6.4 mm）
・
ダブルステッチリボン ❖ P. 70

デザイナーシリーズ・ペーパー・
ディライトフル・デイジー ❖ P. 65

¥1,000（税込 ¥1,080）

ダフォディル・ディライト ❖ 144116
全長 9.1 m

144137 ¥1,580
（税込 ¥1,706）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

10% Off

デイジー・
ディライト・
バンドル
デイジー・ディライト・
スタンプセット

+

デイジー・
パンチ
（P. 79）
145361 ¥4,520（税込 ¥4,881 ）

New ! デイジー・ディライト ❖ スタンプ16種

Daisy Delight ❖ 143669 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D、G、
H
２ステップ

デイジー・パンチ
（Ｐ．
７９）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Thanks

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

クラッシック・ラベルパンチ、
デュエット・バナー・パンチ (P. 78)とコーディネートできます。

step it up
組み合わせ次第でいろいろな
メッセージが作れます。

20
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Thanks

Tip
大きいイメージを
スタンプする時は、
Stampin’ピアスマット
（Ｐ．
８６）
の上で
スタンプすると、
きれいに仕上がります。

New ! グレート・ビッグ・グリーティング ❖ スタンプ6種

Great Big Greetings ❖ 143685 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：C、D、E、F

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Thanks

New ! ポケットフル・オブ・サンシャイン ❖ スタンプ20種

Pocketful of Sunshine ❖ 143719 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｄ、E
Framelits ダイ・ポケット
（P. 82）
とコーディネートできます。

10% Off

ポケットフル・
オブ・サンシャイン・
バンドル
ポケットフル・オブ・
サンシャイン・
スタンプセット

+

Framelits ダイ・
ポケット (P. 82)
145345 ¥5,420（税込 ¥5,853）

小さなギフトもまとめて入れられる、
ポケットタイプのギフトカードをつくろう！

Tip
22
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Thanks

New ! ワールズ・ベストトロフィー ❖ スタンプ53種

World’s Best Trophy ❖ 143691 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｄ、
Ｇ
２ステップ

スターバースト・パンチ
（P. 79）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Birthday

birthday Memories
memories Suite
Celebrate a special day with intricate, colorful imagery

1/4インチ (6.4 mm) ・
ステッチド・エッジリボン ❖ P.70
各 ¥1,000（税込 ¥1,080）

オールドオリーブ ❖ 144123
パシフィック・ポイント ❖ 144199
パンプキンパイ ❖ 144122
リッチラズルベリー ❖ 144121
全長 9.1 m

Framelits ダイ・バースディフレンズ ❖ P. 82
143658 ¥4,460
（税込 ¥4,816）
ダイ10種

24
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カードストックパック・バースディ・
メモリーズ ❖ P. 64
144120 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）

クランブルケーキ、
パシフィック・ポイント、
ソフトスカイ

エンベリッシュメント・
バルーンハニーコーム ❖ P. 69
144124 ¥710
（税込 ¥766）
12個

デザイナーシリーズ・ペーパー・
バースディ・メモリーズ ❖ P. 64

144118 ¥1,580
（税込 ¥1,706）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

10% Off

バースディ
デリバリー・
バンドル
バースディデリバリー・
スタンプセット

+

デザイナーシリーズ・ペーパー・
バースディ・メモリーズ（P. 64)

+

New ! バースディデリバリー ❖ スタンプ23種

Birthday Delivery ❖ 143660 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｂ、
Ｃ、
Ｄ、G

Framelits ダイ・
バースディフレンズ
（P. 82）
145294 ¥8,920（税込 ¥9,633）

Framelits ダイ・バースディフレンズ
（P. 82）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Birthday

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

Tip

26

ツリー・ビルダーパンチ
（P. 79）
とコーディネートして、
木だけでなく、雲や
アイスクリームなどの
アレンジを楽しみましょう。
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ツリー・ビルダーパンチ
（P. 79）
とコーディネートできます。

Tip

Birthday

YOU CAN MAKE IT
A4カードストック ❖ P. 66

シェル型の
ボーダーは
カードの
フレームにも
使いやすい
サイズです。

シマリーホワイト ❖ 121717

¥1,150（税込 ¥1,242）

ウィスパーホワイト ❖ 106549
¥1,290（税込 ¥1,393）

クラッシック Stampin’ Pad ❖ P. 62

サトルコレクション 131185 ¥7,400（税込 ¥7,992）

ベーシックジュエル・パール ❖ P. 68
144219 ¥710（税込 ¥766）

Aqua Painter
（アクアペインター）❖ P. 72
103954 ¥2,440（税込 ¥2,635）

New ! アイシング・オン・ザ・ケーキ ❖ スタンプ20種

Icing on the Cake ❖ 143664 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ：A、G、H、I
２ステップ

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Birthday

クラフト
Stampin’ Ink（P. 72）で
スタンプすれば、
白い雲の完成！

Tip

バルーン・セレブレーション ❖ スタンプ28種

２ステップ

28
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Balloon Celebration ❖ 140675 ¥3,730（税込 ¥4,028）❖ 推奨ブロックサイズ：B、D、H

3/4（1.9 cm）
インチ、1-1/4インチ（3.2 cm）
・ サークルパンチ、
バルーンブーケ・パンチ
（P. 78）
とコーディネートできます。

Birthday

キャンドルを並べて
スタンプすれば、好きな長さに
アレンジできます。

Tip

バースディ・バナー ❖ スタンプ15種

２ステップ

Birthday Banners ❖ 141506 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、G、I

バルーンブーケ・パンチ
（P. 78）
とコーディネートできます。

Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー（P. 82）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Gift Giving

foil frenzy suite
Suite

30

Make a statement with classic patterns combined with foil accents
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New ! ハッピーバースディ・ゴージャス ❖ スタンプ32種

２ステップ

Happy Birthday Gorgeous ❖ 143662 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｂ、G

バルーンブーケ・パンチ、
クラッシック・ラベルパンチ
（P. 78）
とコーディネートできます。❖ Thinlitsダイ・ハッピーバースディ
（P. 82）
とコーディネートできます。

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・フォイルフレンジー ❖ P. 65
144125 ¥1,870（税込 ¥2,019）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

10% Off

ハッピーバースディ・
ゴージャス・
バンドル
ハッピーバースディ・
ゴージャス・スタンプセット

+

Thinlitsダイ・
ハッピーバースディ(P. 82)
145301 ¥5,290（税込 ¥5,713）

バルーンブーケ・パンチ ❖ P. 78
140609 ¥2,590
（税込 ¥2,797）

ミニ・ギフトボー ❖ P. 69

144127 ¥860（税込 ¥928）
45個

Thinlitsダイ・ハッピーバースディ ❖ P. 82
143700 ¥2,870
（税込 ¥3,099）
ダイ1種
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Gift Giving

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
（4.4ｃｍ）・ サークルパンチ (P. 78)とコーディネートできます。

Tip
Thinlitsダイ・シーズナルレイヤー（P. 83）
で
つくった桜の花とコーディネートすれば、
素敵な和風デザインの完成！

32
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Tip

Gift Giving

Thinlitsダイ・ポップコーンボックス(P. 81)と
コーディネートして、
いろいろな形の
ボックスにアレンジしてみましょう。

レディー・トゥー・ポップ ❖ スタンプ15種

２ステップ

Ready to Pop ❖ 141513 ¥2,290（税込 ¥2,473）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、H

1インチ
（2.5 cm）、1-1/4インチ
（3.2 cm）
、1-3/8インチ
（3.5 cm）、1-1/2インチ
（3.8 cm）
・ サークルパンチ (P. 78)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. 82)、Thinlitsダイ・ポップコーンボックス(P. 81)とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Love & Sympathy

34

Whole Lot of Lovely
LoveLy Suite
Elegant greenery with touches of black and gold
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ダイナミックTextured Impressions・エンボスフォルダー・
レイヤードリーブス ❖ P. 85
143704 ¥1,290（税込 ¥1,393）
11.4 x 15.7 cm

カードストックパック・
ホール・ロット・オブ・ラブリー ❖ P. 64
144113 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）

プールパーティー、
パウダーピンク、
トランキル・タイド

3/8 インチ
（1 cm）
・シマリーリボン ❖ P. 71
¥1,000（税込 ¥1,080）

ベーシックブラック ❖ 144129
ペアーピザッズ ❖ 144153
プールパーティー ❖ 144152
パウダーピンク ❖ 144151
全長 9.1 m

ミニセクイントリム ❖ P. 70
¥860（税込 ¥928）

ブラック ❖ 144259
ゴールド ❖ 144128
全長 9.1 m

デザイナーシリーズ・ペーパー・
ホール・ロット・オブ・ラブリー ❖ P. 64

ライブラリークリップ・ゴールド ❖ P. 68
144130 ¥860
（税込 ¥928）
クリップ20個

144110 ¥1,580
（税込 ¥1,706）
12×12インチ
（30.5 x 30.5 cm）
、12枚

New ロッツ・オブ・ラブ ❖ スタンプ11種

Lots of Love ❖ 145291 ¥2,730（税込 ¥2,948）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、E

Framelitsダイ・レイヤリング・サークル、Framelitsダイ・スウィート＆サッシー（P. 82）
とコーディネートできます
© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Love & Sympathy

New ! ビューティフルブーケ ❖ スタンプ37種

Beautiful Bouquet ❖ 143666 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｂ、
Ｃ、
Ｇ、
Ｈ
Framelits ダイ・ブーケバンチ
（P. 82）
とコーディネートできます。

36
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10% Off

ビューティフル
ブーケ・バンドル
Love & Sympathy

ビューティフルブーケ・
スタンプセット

+

Framelits ダイ・
ブーケバンチ(P. 82)
145297 ¥7,370（税込 ¥7,959）

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. 82）
とコーディネートできます。
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For Babies & Kids

bundle of love Suite

38

Bring whimsical imagery and soft colors to your projects
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ミニセクイントリム ❖ P. 70
¥860（税込 ¥928）

ゴールド ❖ 144128
全長 9.1 m

カードストックパック・
バンドル・オブ・ラブ ❖ P. 65

144145 ¥1,150（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）
ブラッシングブライド、
ソフトスカイ、
チック・ベリーバニラ

3/8インチ
（1 cm）
・メタリック・エッジリボン ❖ P. 71
¥1,000（税込 ¥1,080）
ゴールド ❖ 144146
全長 9.1 m

Textured Impressions・
エンボスフォルダー・
スウィートハート ❖ P. 84

143705 ¥1,220
（税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・
バンドル・オブ・ラブ ❖ P. 65
144143 ¥1,870（税込 ¥2,019）
12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)

New ! ボーン・トゥー・ビー・ラブド ❖ スタンプ12種

Born to Be Loved ❖ 145289 ¥2,300（税込 ¥2,484）❖ 推奨ブロックサイズ：A、D、G、H

Framelitsダイ・スウィート＆サッシー（P. 82）、Textured Impressions・エンボスフォルダー・スウィートハート
（P. 84）
とコーディネートできます。
© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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For Babies & Kids

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

40
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フォックス・ビルダーパンチ (P. 79)とコーディネートできます。

Tip

フォクシーフレンズ・スタンプセットと
フォックス・ビルダーパンチ (P.79 )を
コーディネートすれば、
いろいろな
アニマルがつくれます。
For Babies & Kids

ブックケースビルダー ❖ スタンプ27種

Bookcase Builder ❖ 142906 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G、
H

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Artistic Expression

color theory Suite

Beautiful brushstrokes with nature-inspired colors and images

Thinlitsダイ・シーズナルレイヤー ❖ P. 83

3/8インチ(1 cm) ・
ミニシェブロンリボン ❖ P. 71

143751 ¥4,740
（税込 ¥5,119）
ダイ17種

¥1,000（税込 ¥1,080）

クラッシュド・カリー ❖ 144197
オールドオリーブ ❖ 144196
バミューダ・ベイ ❖ 144198
全長 9.1 m

グリッター・
エナメルドット ❖ P. 68
カードストックパック・
カラーセオリー ❖ P. 63

144195 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
A4、24枚（全3色×8枚）

42
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ベリーバースト、
ダッパーデニム、
オールドオリーブ

144200
¥1,000（税込 ¥1,080）
160個

New ! カラフルシーズン ❖ スタンプ24種

Colorful Seasons ❖ 143726 ¥3,880（税込 ¥4,190）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、C、G、
H
2ステップ

Thinlitsダイ・シーズナルレイヤー（P. 83）
とコーディネートできます。

10% Off

デザイナーシリーズ・
ペーパースタック・
カラーセオリー ❖ P. 63

144193 ¥1,430
（税込 ¥1,544）
6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm)、
48枚

カラフルシーズン・
バンドル
カラフルシーズン・
スタンプセット

+

Thinlitsダイ・
シーズナルレイヤー（P. 83）
145348 ¥7,750（税込 ¥8,370）

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Artistic Expression

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. 82）、Thinlitsダイ・バタフライ
（P. 83）
とコーディネートできます。

Tip
お気に入りのカラーコーディネーションで
2ステップスタンピングを楽しみましょう。

44
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step it up
Artistic Expression

レイヤリングやスタンプテクニック次第で
異なるデザインが楽しめます。

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. 79）
とコーディネートできます。

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Tip

Artistic Expression

スポンジドーバー(P.72)を
使えば、
バックグラウンドを
カラフルに彩る
ことができます。薄い色から
徐々に足していき、好みの
色味で仕上げましょう。

このサンプルには、
ソートフル・バナーズ・スタンプセット
（Ｐ．
２０）
も使用しています。

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

46
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Artistic Expression

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

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

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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YOU CAN MAKE IT
with Watercolor Words Stamp Set

ノートカード＆エンベロップ ❖ P. 67
Artistic Expression

ウィスパーホワイト ❖ 131527
¥860（税込 ¥928）

A4カードストック・レモンライム・
ツイスト(2017－2019 In Color) ❖ P. 60
144253 ¥1,150（税込 ¥1,242）

Stampin' Pad ❖ P. 60, 73

フラーティー・フラミンゴ ❖ 141397 ¥930（税込 ¥1,004）
レモンライム・ツイスト❖ 144086 ¥930（税込 ¥1,004）
アーカイバル・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 ❖ P. 71

ベーシックブラック ❖ 134576
¥430（税込 ¥464）

グリッターアクリルシェイプ・
2016-2018 In Color ❖ P. 69
144218 ¥1,220（税込 ¥1,317）

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

48

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!

Artistic Expression

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、I

Tip

ミニセクイントリム
（P.70）
は、
わざとバラしてパーツで使うと、
ちょっとしたアクセントになって便利。

クリアブロック
（P.86）
に直接インクを
つけてスタンプすれば、
ウォーターカラーの
バックグラウンドが作れます。

Tip

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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Artistic Expression

New ! ホームライフ ❖ スタンプ21種

Home Life ❖ 143735 ¥5,030（税込 ¥5,432）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、E、G、H
２ステップ
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Framelits ダイ・ウエルカムホーム(P. 83)とコーディネートできます。

Tip

Framelitsダイ・ウエルカムホーム
（P. 83）
を使えば、
たくさんの
フラワーが一度にカットできます。

Artistic Expression

10% Off

ホームライフ・
バンドル
ホームライフ･
スタンプセット

+

Framelits ダイ・
ウエルカムホーム(P. 83）
145311 ¥7,920（税込 ¥8,553）

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
（1.9 cm）
・サークルパンチ
（P. 78）
とコーディネートできます。

Thinlitsダイ・バタフライ
（P. 83)とコーディネートできます。
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how to

Artistic Expression

emboss with paste

1

シリコン・クラフトシート
（P. 74）の
上にエンボスペースト
（P. 73）
を
載せ、
インクを加えます。

2

パレットナイフ
（P.73）
で
インクとペーストを混ぜます。

3

デコレーションマスクに
ペーストを延ばして
乾かします。

フェザー・トゥゲザー ❖ スタンプ14種

4

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
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パターン柄が残るように
マスクを剥がします。

Artistic Expression

New ! ファビュラス・フラミンゴ ❖ スタンプ12種

Fabulous Flamingo ❖ 143758 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖ 推奨ブロックサイズ：B、C、D、E、G
２ステップ
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Artistic Expression

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
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Framelitsダイ・ラージナンバー（P. 81）
とコーディネートできます。

Tip

レターズ・フォー・ユーと
ナンバー・オブ・イヤーズは、
バースディのお祝いにピッタリ。

Artistic Expression

原寸大

40％縮小表示

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. 81）
とコーディネートできます。
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10% Off

ユー・ムーブ・ミー・
バンドル
ユー・ムーブ・ミー・
スタンプセット

Artistic Expression

+

Thinlitsダイ・
ムーブ・ミー（P. 83）
145322 ¥7,110（税込 ¥7,678）
エンベロップから
出す時にイメージが
動きます。
ビデオで
作り方をチェック！

Tip

New ! ユー・ムーブ・ミー ❖ スタンプ23種

You Move Me ❖ 144002 ¥3,730（税込 ¥4,028）❖ 推奨ブロックサイズ：Ａ、
Ｂ、
Ｃ、
Ｄ、
Ｇ
２ステップ
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Thinlitsダイ・ムーブ・ミー（P. 83）
とコーディネートできます。

Artistic Expression

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

原寸大

40％縮小表示

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
（上記のベター・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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color

Accessories

coordination

Stampin’ Up!オリジナルのカラーコレクションは、
レギュラーの
リーガル、
ニュートラル、
ブライト、
サトルに加え、毎年In Color
コレクションも展開しています。
1つのカラー、
コレクション内のコーディネート、
そしてコレクションの
枠を飛び越えたオリジナルのコーディネートなど、好きなカラーを
どんどん使って楽しみましょう！
微妙な色合いもグラデーションのように揃っているので、
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。

Classic 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。

Classic Stampin’ Ink Refill

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。

Embellishments

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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Stampin’ Write
Marker

書き物やスタンプの色づけに
最適なマーカー。
アシッドフリー。

Designer Series Paper
2サイズ展開の、全面にデザインが施された
ペーパー。
アシッドフリー、
リグニンフリー

カラーコレクションを揃える
よりも、必要なカラーを自分で
セレクトしたいという方の為に、
色相別のチャートをご
用意しました。Stampin’ Up!の独自
のカラーの中から、
お好きなものをお選びください。

ベーシックブラック
ベーシックグレー
スモーキースレート
ウィスパーホワイト
ベリーバニラ
サハラサンド
クランブルケーキ
ソフトスウェード
アーリーエスプレッソ
チョコレートチップ

Ribbon & Trim

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。

パウダーピンク
ピンク·ピルエット
ブラッシングブライド
メロンマンボ
ローズレッド
ベリーバースト
チェリーコブラー
リアルレッド
フラーティー·フラミンゴ
カリプソコーラル
タンジェリン·タンゴ
ケイジャン·クレイズ
パンプキンパイ
ピーク·ア·ブー·ピーチ
クラッシュド·カリー
ダフォディル·ディライト
ソー·サフラン
レモンライム·ツイスト
オールウェイズ·アーティチョーク
オールドオリーブ
ペアーピザッズ
ガーデングリーン

Cardstock

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

ワイルドワサビ
エメラルド·エンビー
トランキル·タイド
バミューダ·ベイ
プールパーティー
ソフトスカイ
アイランドインディゴ
ダッパーデニム
パシフィック·ポイント
テンプティング·ターコイズ
マリーナミスト
ナイトオブネイビー
ウィステリア·ワンダー
エレガント·エッグプラント
パーフェクトプラム
リッチラズルベリー
フレッシュフィグ
スウィート·シュガープラム
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Accessories & More

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！

IN COLOR

コレクション

クラッシック
Stampin’ Pad

クラッシック
Stampin’ インクレフィル

New ! 3/8インチ（1 cm）
・
ストライプ・グログランリボン

New ! 1/2インチ（1.3 cm）
・

全長 9.1 m

全長 9.1 m

ファインリーウーブンリボン

ダイインク

ダイインク、14.8 ml

¥930
（税込 ¥1,004）

¥500
（税込 ¥540）

ベリーバースト

144083

144089

144133

フレッシュフィグ

144082

144088

144132

レモンライム・ツイスト

144086

144092

144135

パウダーピンク

144084

144090

144134

トランキル・タイド

144085

144091

144136

ダッパーデニム

141394

141399

144225

エメラルド・エンビー

141396

141401

144226

フラーティー・フラミンゴ

141397

141402

144227

ピーク・ア・ブー・ピーチ

141398

141403

144228

スウィート・シュガープラム

141395

141400

144229

¥1,000
（税込 ¥1,080）

¥1,000
（税込 ¥1,080）

2017-2019

2016-2018

ASSORTMENTS
12×12インチ(30.5 x 30.5 cm) ・
カードストック・In Color
20枚（全5色×4枚）

New ! 2017–2019 • 145453 ¥1,580（税込 ¥1,706）
2016–2018 • 141412 ¥1,580
（税込 ¥1,706）

Stampin’ Write マーカー・ In Color
5本（全5色×1本）

New ! 2017–2019 • 144033 ¥2,150（税込 ¥2,322）
2016–2018 • 141393 ¥2,150
（税込 ¥2,322）
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A4カードストック・In Color

クラッシック Stampin’ Pad ・In Color

20枚（全5色×4枚）

5個（全5色×1個）

New ! 2017–2019 • 144253 ¥1,150（税込 ¥1,242）

New ! 2017–2019 • 144081 ¥3,950（税込 ¥4,266）

New ! ビッティーボー・エンベリッシュメント・

New ! グリッターアクリルシェイプ・

小さなフエルトのリボン。20個（全5色×各4個）

50個（デザイン5種×全5色×各2個）

144217 ¥1,220（税込 ¥1,317）

144218 ¥1,220（税込 ¥1,317）

2016–2018 • 141434 ¥1,150（税込 ¥1,242）

2017-2019 In Color

2016–2018 • 141818 ¥3,950（税込 ¥4,266）

2016-2018 In Color

リーガル
コレクション

クラッシック
Stampin’ Pad

クラッシック
Stampin’ インクレフィル
ダイインク、14.8 ml

¥930
（税込 ¥1,004）

¥500
（税込 ¥540）

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

ニュートラル
コレクション
ベーシックブラック
ベーシックグレー

A4カードストック
20枚（全10色×2枚）
131284 ¥1,150（税込 ¥1,242）

クラッシック Stampin' Pad
10個（全10色×1個）
131184 ¥7,400（税込 ¥7,992）

クラッシックStampin’インクレフィル
10本（全10色×1本）、各14.8 ml
137751 ¥4,100（税込 ¥4,428）

Stampin’ Writeマーカー
10本（全10色×1本）
137732 ¥4,170（税込 ¥4,503）

New ! 12 x 12インチ・
カードストックパック・リーガルベスト
145407 ¥1,920（税込 ¥2,073）
24枚（全3色×8枚）、
12×12インチ (30.5x 30.5 cm)

チェリーコブラー、
ガーデングリーン、
ナイトオブネイビー

ASSORTMENTS
クラッシック
Stampin’ Pad

クラッシック
Stampin’インクレフィル

ダイインク

ダイインク、14.8 ml

¥930
（税込 ¥1,004）

¥500
（税込 ¥540）

※ベーシックブラックとベーシックグレーは、
P. 73のアーカイバルStampin' Padで代用ください。

チョコレートチップ

137444

101065

クランブルケーキ

137445

121029

A4カードストック
20枚（全10色×2枚）
131283 ¥1,150（税込 ¥1,242）

クラッシック Stampin’ Pad
6個（全6色× 1個）
140933 ¥4,670（税込 ¥5,043）

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’インクレフィル
6本（全6色×1本）、各14.8 ml
140934 ¥2,500（税込 ¥2,700）

アーリーエスプレッソ

137448

119789

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

サハラサンド

137481

105220

Stampin’ Writeマーカー

スモーキースレート

137482

131159

ソフトスウェード

137485

115663

8本（全8色×1本）
137731 ¥3,310（税込 ¥3,574）

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

※Stampin’ Writeマーカー・ベーシックブラック
単体は、P. 72に掲載されています。

ベリーバニラ
ウィスパーホワイト

Accessories & More

ダイインク

ASSORTMENTS

※ウィスパーホワイトは、P. 72のクラフトStampin’ Inkで代用ください。

※ウィスパーホワイト、
ベリーバニラ、
ベーシックブラックの12×12インチ・カードストックは、P.66に掲載されています。

New ! 12 x 12インチ・
カードストックパック・ニュートラルベスト
145411 ¥1,920（税込 ¥2,073）
24枚（全3色×8枚）、
12×12インチ (30.5x 30.5 cm)

クランブルケーキ、
アーリーエスプレッソ、
スモーキースレート
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Accessories & More

ブライト
コレクション

クラッシック
Stampin’ Pad

クラッシック
Stampin’インクレフィル

ダイインク

ダイインク、14.8 ml

¥930
（税込 ¥1,004）

¥500
（税込 ¥540）

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

クラッシック
Stampin’インクレフィル

ダイインク

ダイインク、14.8 ml

¥930
（税込 ¥1,004）

¥500
（税込 ¥540）

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

サトル
コレクション
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ASSORTMENTS
A4カードストック
20枚（全10色×2枚）
131282 ¥1,150（税込 ¥1,242）

クラッシック Stampin' Pad
10個（全10色×1個）
131182 ¥7,400（税込 ¥7,992）

クラッシックStampin’インクレフィル
10本（全10色×1本）、各14.8 ml
138078 ¥4,100（税込 ¥4,428）

Stampin’ Writeマーカー
10本（全10色×1本）
137730 ¥4,170（税込 ¥4,503）

New ! 12 x 12インチ・
カードストックパック・ブライトベスト
145409 ¥1,920（税込 ¥2,073）
24枚（全3色×8枚）、
12×12インチ (30.5x 30.5 cm)

バミューダ・ベイ、
ダフォディル・ディライト、
リアルレッド

ASSORTMENTS
A4カードストック
20枚（全10色×2枚）
131285 ¥1,150（税込 ¥1,242）

クラッシック Stampin' Pad
10個（全10色×1個）
131185 ¥7,400（税込 ¥7,992）

クラッシックStampin’インクレフィル
10本（全10色×1本）、各14.8 ml
138080 ¥4,100（税込 ¥4,428）

Stampin’ Writeマーカー
10本（全10色×1本）
137733 ¥4,170（税込 ¥4,503）

New ! 12 x 12インチ・
カードストックパック・サトルベスト
145408 ¥1,920（税込 ¥2,073）
24枚（全3色×8枚）、
12×12インチ (30.5x 30.5 cm)

ブラッシングブライド、
ペアーピザッズ、
ソフトスカイ

designer
series paper stacks
& Coordinating Cardstock

New ! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・ペタルガーデン

New ! カードストックパック・ペタルガーデン

カリプソコーラル、
オールドオリーブ、
プールパーティー、
リッチラズルベリー、
スウィート・シュガープラム、
ウィスパーホワイト

カリプソコーラル、
チック・ウィスパーホワイト、
リッチラズルベリー

144168 ¥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)

144170 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

Accessories & More

+

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・カラーセオリー

New ! カードストックパック・カラーセオリー

ベリーバースト、
オールドオリーブ、
クラッシュド・カリー、
ダッパーデニム、
ウィスパーホワイト

ベリーバースト、
ダッパーデニム、
オールドオリーブ

144193 ¥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)

144195 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

12" x 12" (30.5 x 30.5 cm)
New ! デザイナーシリーズ・ペーパースタック・フレッシュフローラル

144131 ¥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 x 30.5 cm)
ベリーバースト、
フレッシュフィグ、
レモンライム・ツイスト、
パウダーピンク、
トランキル・タイド、
ウィスパーホワイト

*

Stampinup.co.jp/storeで、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。
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designer
series paper
& Coordinating Cardstock

Accessories & More

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパー・ホール・ロット・オブ・ラブリー

New ! カードストックパック・
ホール・ロット・オブ・ラブリー

144110 ¥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)

144113 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ベーシックブラック、
クラッシュド・カリー、
ペアーピザッズ、
プールパーティー、
パウダーピンク、
ソフトスウェード、
タンジェリン・タンゴ、
トランキル・タイド、
ウィスパーホワイト

プールパーティー、
パウダーピンク、
トランキル・タイド

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパー・ナチュラリーエクレクティック

New ! カードストックパック・
ナチュラリーエクレクティック

144185 ¥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)

ベリーバースト、
エメラルド・エンビー、
フレッシュフィグ、
レモンライム・ツイスト、
ナイトオブネイビー、
ピーク・ア・ブー・ピーチ、
ソフトスカイ、
ウィスパーホワイト

144187 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ベリーバースト、
レモンライム・ツイスト、
ソフトスカイ

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパー・コーヒーブレイク

New ! カードストックパック・コーヒーブレイク

アーリーエスプレッソ、
ガーデングリーン、
ペアーピザッズ、
ソフトスカイ、
ソフトスウェード、
ウィスパーホワイト

クランブルケーキ、
アーリーエスプレッソ、
ペアーピザッズ

144155 ¥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)

144157 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパー ・ ピック・ア・パターン

New ! カードストックパック・
ピック・ア・パターン

144163 ¥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)

144165 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ベーシックブラック、
クラッシュド・カリー、
エメラルド・エンビー、
フラーティー・フラミンゴ、
サハラサンド、
ウィスパーホワイト

エメラルド・エンビー、
フラーティー・フラミンゴ、
サハラサンド

+
New ! デザイナーシリーズ・ペーパー・バースディ・メモリーズ

64

New ! カードストックパック・バースディ・メモリーズ

144118 ¥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)

144120 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ブラッシングブライド、
クランブルケーキ、
ダフォディル・ディライト、
アーリーエスプレッソ、
レモンライム・ツイスト、
オールドオリーブ、
パシフィック・ポイント、
パンプキンパイ、
リアルレッド、
リッチラズルベリー、
ソフトスカイ、
スウィート・シュガープラム、
ウィスパーホワイト

クランブルケーキ、
パシフィック・ポイント、
ソフトスカイ
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+
New ! カードストックパック・
ディライトフル・デイジー

144137 ¥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)

144139 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

カリプソコーラル、
ダフォディル・ディライト、
ナイトオブネイビー、
オールドオリーブ、
プールパーティー、
トランキル・タイド、
ウィスパーホワイト

カリプソコーラル、
オールドオリーブ、
プールパーティー

Accessories & More

New ! デザイナーシリーズ・ペーパーバー ・ ディライトフル・デイジー

+
Specialty Paper
New ! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・イースタンパレス

New ! カードストックパック・イースタンパレス

144147 ¥1,870
（税込 ¥2,019）
ゴールドフォイル加工を含むゴージャスでカラフルなデザイン。
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)

144149 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ダッパーデニム、
フレッシュフィグ、
トランキル・タイド

ダッパーデニム、
フレッシュフィグ、
ゴールドフォイル、
レモンライム・ツイスト、
トランキル・タイド、
ベリーバニラ

+

Specialty Paper
New ! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・バンドル・オブ・ラブ

New ! カードストックパック・バンドル・オブ・ラブ

12枚、12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)
表面：ベリーバニラ/ゴールドフォイル
（デザイン3種×4枚）、裏面：ベリーバニラ/ソフトスカイ
（デザイン3種×2枚）、
ベリーバニラ/ブラッシングブライド
（デザイン3種×2枚）

ブラッシングブライド、
ソフトスカイ、
チック・ベリーバニラ

144143 ¥1,870
（税込 ¥2,019）

144145 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全3色×8枚）、A4

ブラッシングブライド、
ゴールドフォイル、
ソフトスカイ、
ベリーバニラ

Specialty Paper

Specialty Paper

New ! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・フォイルフレンジー

New ! スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ジャスト・アド・カラー

144125 ¥1,870
（税込 ¥2,019）
クラフトペーパーに鮮やかなカラーとフォイル加工が施されたペーパー
12枚（片面デザインシート3種×各1枚×全4色）、12×12インチ(30.5 x 30.5 cm)

ベリーバーストフォイル、
クラフト、
レモンライム・ツイストフォイル、
ソフトスカイフォイル、
タンジェリン・タンゴフォイル

144180 ¥1,870（税込 ¥2,019）
厚手の紙にプリントされたデザインは、
カラーリングやウォーターカラーリングをして
楽しむことができます。
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)
ベーシックブラック、
ウィスパーホワイト
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PAPER BASICS

12×12インチ(30.5 x 30.5 cm)・
カードストック

A4チック・カードストック
¥1,000（税込 ¥1,080）

New ! A4カードストック・
グロッシーホワイト

12枚

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。

New !

New !

144241 ¥1,000（税込 ¥1,080）
片面がグロッシー加工、
もう片面はマット加
工が施されたペーパー。
10枚、非アシッドフリー

New ! ホイルシート

グリマーペーパー

¥1,000
（税込 ¥1,080）

ベーシックブラック ❖ 124267
ウィスパーホワイト ❖ 124302

New !

ベリーバニラ ❖ 144239

A4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）
ベーシックなオフホワイトカラー。40枚
ウィスパーホワイト ❖ 106549
¥1,290
（税込 ¥1,393）
どのプロジェクトにも合わせやすい汎用性の
あるホワイト。40枚

ベリーバニラ ❖ 144238
ウィスパーホワイト ❖ 140490

¥570（税込 ¥615）

パンチ
（P. 78-79）
やBig Shot (P. 80)で
カットすればメタリックなアクセントに
なります。
片面ホイル加工2枚、12×12インチ
(30.5×30.5 cm)
コッパー ❖ 142020
ゴールド ❖ 132622
シルバー ❖ 132178

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 ❖ 135315
ゴールド ❖ 133719
シルバー ❖ 135314
レッド ❖ 121790

A4カードストック・ホワイトベルム

106584 ¥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

ウィンドウシート

142314 ¥710（税込 ¥766）
カードやボックスにウィンドウをつくる
時や、
Big Shot (P. 80)でボックスや
クリアアクセントをつくる時に便利な、
透明シート。
2枚、
12×12インチ (30.5×30.5 cm)

シマリーホワイト ❖ 121717
¥1,150
（税込 ¥1,242）
ウォーターカラーリングに最適。10枚

New ! ホワイトドイリー・デリケート
141701 ¥430
（税込 ¥464）
24枚、8.9 cm
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New ! メタリックフォイル・ドイリー

138392 ¥570
（税込 ¥615）
片面がメタリック加工、反対の面が
ホワイトのドイリー。
24枚：2サイズ（4.5 cm、7.6 cm）×
全2色×各6枚、
ゴールド、
シルバー

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 x 30.5 cm)

ウォーターカラーペーパー

122959 ¥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
ホワイト

New !

エンベロップ

各 ¥860（税込 ¥928）

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 !

ベリーバニラ ❖ 144236
ウィスパーホワイト ❖ 131527

ベリーバニラ ❖ 106589 ¥990（税込 ¥1,069）
封筒40枚、封筒サイズ：C6（11.4×16.2 cm）
ウィスパーホワイト ❖ 106588 ¥990（税込 ¥1,069）
封筒40枚、封筒サイズ：C6（11.4×16.2 cm）
クリア ❖ 102619 ¥710（税込 ¥766）
ミディアム・エンベロップ。封筒50枚
封筒サイズ: 14.6 x 11.1 cm

マチ付きセロファンバッグ

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。25枚／パッケージ、食品に安全。

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。

7.6 x 15.2 cm ❖ 141704 ¥640（税込 ¥691）

50枚／パッケージ、食品に安全。

New !

5.1 x 20.3 cm ❖ 141703 ¥430（税込 ¥464）

15.2 x 43.2 cm ❖ 142001
¥1,290 (税込 ¥1,393）

ストライプ・トリートバッグ

144255 ¥790（税込 ¥853）
白地にゴールドフォイルのストライプがあしらわれたバッグ。
白い部分は、
スタンプ、
スプリッツァー、
スポンジブレイヤーなどで
アレンジできます。
10枚、
12.1 x 17.8 cm、
食品に安全。

Accessories & More

ノートカード＆エンベロップ

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 x5.1 x5.1cm、
16個、
クリアアセテート

15.2 x 20.3 cm ❖ 102210 ¥710 (税込 ¥766）

WASHI TAPE

New! ワシテープ・ピック・ア・パターン
144166 ¥1,150（税込 ¥1,242）

5ロール、3.2 mm, 6.4 mm, 1 cm, 1.6 cm,
2.5 cm幅、各デザイン：全長4.6m
P. 64でコーディネートペーパーを
紹介しています。
非アシッドフリー。
ベーシックブラック

New ! ベーシック・ワシテープ・
パック１

パック2

パック3

5ロール、4.8 mm、1 cm、1.3 cm幅、
各デザイン：全長4.6m

5ロール、4.8 mm、1 cm、1.3 cm幅、
各デザイン：全長4.6m

5ロール、4.8 mm、1 cm、1.3 cm幅、
各デザイン：全長4.6m

144221 ¥1,150（税込 ¥1,242）

New ! ベーシック・ワシテープ・
144222 ¥1,150（税込 ¥1,242）

New ! ベーシック・ワシテープ・
144223 ¥1,150（税込 ¥1,242）

非アシッドフリー。

非アシッドフリー。

非アシッドフリー。

ベリーバースト、
ブラッシングブライド、
フラーティー・
フラミンゴ、
メロンマンボ、
リッチラズルベリー

ダフォディル・ディライト、
ガーデングリーン、
レモン
ライム・ツイスト、
オールドオリーブ、
トランキル・タイド

バミューダ・ベイ、
ダッパーデニム、
アイランド
インディゴ、
ナイトオブネイビー、
プールパーティー
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EMBELLISHMENTS

New !

バインダークリップ・ゴールド

141673 ¥1,000（税込 ¥1,080）
ミニサイズのバインダークリップ。
クリップ10個、4.1cm

New !

ライブラリークリップ・ゴールド

New !

シェイプド・ペーパークリップ・エクレクティック

144130 ¥860（税込 ¥928）

144167 ¥860（税込 ¥928）

ミニサイズのクラッシックな目玉クリップ。
クリップ20個、2.2 cm

カラークリップ24個、
デザイン3種（トライアングル、
バナー、
リーフ）×各8個、
最大クリップサイズ：2.4 cm
ベーシックブラック、
クラッシュド・カリー、
エメラルド・エンビー

New !

コリュゲーティッドエレメント

New !

ハート＆スター・エレメント

New !

タッチ・オブ・ネイチャー・エレメント

144158 ¥500（税込 ¥540）

144215 ¥860（税込 ¥928）

144216 ¥860（税込 ¥928）

コリュゲーティッドペーパーのアクセント。
デザイン3種
（タグ、
オーバル、
ハート）
、
24個
（デザイン3種×各8個）
、
最大サイズ：3 x 2.2 cm

エッチングされたウッドのハートとスター。
72個（デザイン12種×各6個）最大サイズ：4.5 x 4.1 cm

片面が軽くホワイトウォッシュ加工されているウッドの
フラワーとリーフ。

New !

ビニールステッカー・イースタンゴールド

36個（デザイン4種×各6個、
デザイン1種×12個）、
最大サイズ：4.1 x 1.9 cm

New !

ベーシックジュエル・パール

New !

ベーシックジュエル・ラインストーン

144150 ¥1,000（税込 ¥1,080）

144219 ¥710
（税込 ¥766）

144220 ¥710（税込 ¥766）

ゴージャスなゴールドデザインのステッカー。
4枚（デザイン2種×各2枚）、15.2 x 15.2 cm

人気のジュエルが新しいサイズになりました。
裏面に接着剤つき。計140個：5 mm×20個、4 mm×20個、
3 mm ×100個

人気のジュエルが新しいサイズになりました。
裏面に接着剤つき。計140個：5 mm×20個、4 mm×20個、
3 mm ×100個

New !

エナメルシェイプ

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）
サイズ3種：3.2 mm、4.8 mm、6.4 mm

グリッター・エナメルドット

144200 ¥1,000（税込 ¥1,080）

グリッターのエナメルドット
160個：4サイズ
（4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm）
×全4色×各10個
ダッパーデニム、
クラッシュド・カリー、
ベリーバースト、
オールドオリーブ

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）
サイズ3種：3.2 mm、4.8 mm、6.4 mm
ブライト
（上の写真）❖ 141680
リーガル ❖ 141681
サトル ❖ 141679
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ミニ・ギフトボー

ギフトタグやカードの装飾に最適。
45個、全3色×15個、3.2 cm
ベリーバースト、
ゴールド、
シルバー

New !

セクイン・アソートメント

各 ¥710（税込 ¥766)

ファセットカットされたセクイン。
約750個：3サイズ（3 mm, 4 mm, 5 mm）
イリディセント(上記画像）❖ 144212

カリプソコーラル、プールパーティー、ソー・サフラン、

New !

ファセットジェム

裏面に接着剤つき。
計72個 ：3サイズ
（6 mm, 8 mm, 10 mm）×各24個
クリア ❖ 144142 ¥710（税込 ¥766）
ゴールド ❖ 144141 ¥710（税込 ¥766）

New !

ミニタッセル・アソートメント

144154 ¥1,070（税込 ¥1,155）

ゴールドスレッドでまとめられた糸でできたタッセル。
12個（全3色×各4個）、4.4 cm
フレッシュフィグ、
メタリックゴールド、
トランキル・タイド

New !

New !

144124 ¥710（税込 ¥766）

144176 ¥860（税込 ¥928）

バルーン型のハニーコームアクセント。
12個（全3色×各4個）、2.5 cm

エンベリッシュメントになるミニリース。12個、2.5 cm

エンベリッシュメント・
バルーンハニーコーム

Accessories & More

New !

144127 ¥860（税込 ¥928）

ボックスウッド・リース・
エンベリッシュメント

ダフォディル・ディライト、
リアルレッド、
ソフトスカイ

ペアーピザッズ、パウダーピンク

メタリック ❖ 144214

ブラック、コッパー、ゴールド、イリディセント、シルバー

New !

New !

144218 ¥1,220（税込 ¥1,317）

144217 ¥1,220（税込 ¥1,317）

グリッターアクリルシェイプ・
2016-2018 In Color
5つの形のグリッターアクセント。
50個：デザイン5種×全5色×各2個、
最大クリップサイズ：1.3 cm

ビッティーボー・エンベリッシュメント・
2017-2019 In Color

小さなフエルトのリボン。20個（全5色×各4個）、2.5 cm
ベリーバースト、
フレッシュフィグ、
レモンライム・ツイスト、
パウダーピンク、
トランキル・タイド

ダッパーデニム、
エメラルド・エンビー、
フラーティー・フラミンゴ、
スウィート・シュガープラム 、
ピーク・ア・ブー・ピーチ
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RIBBON & TRIM

New !

1/2インチ (1.3 cm) ・ギンガムリボン

各 ¥1,070
（税込 ¥1,155）
白地にクラッシックなギンガムチェックがあしらわれたリボン。
全長 9.1 m

New ! 5/8インチ (1.6 cm)・バーラップリボン

141487 ¥1,000（税込 ¥1,080）
目の粗い織りのバーラップリボン。
全長 4.6 m

ナイトオブネイビー ❖ 144232
スモーキースレート ❖ 144231

New ! 1/4インチ (6.4 mm)・
ダブルステッチリボン

各 ¥1,000
（税込 ¥1,080）
片面に2列のステッチが、反対の面にクロスステッチが
あしらわれたリボン。全長 9.1 m
ブラッシングブライド ❖ 144140
チェリーコブラー ❖ 144117

各 ¥860
（税込 ¥928）
従来のセクイントリムのミニバージョン。
トリムとしても、
セクインとしても使えます。3 mm 幅、全長 9.1 m
ブラック ❖ 144259

ゴールド ❖ 144128
シルバー ❖ 144230

New ! 1/4インチ (6.4 mm) ・
ステッチド・エッジリボン

各 ¥1,000
（税込 ¥1,080）
ウィスパーホワイトリボンの両端にカラーステッチが
あしらわれたリボン。全長 9.1 m
オールドオリーブ ❖ 144123
パシフィック・ポイント ❖ 144199
パンプキンパイ ❖ 144122
リッチラズルベリー ❖ 144121
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各 ¥710（税込 ¥766）
キラキラした細めのトリムリボン。
全長 9.1 m
ゴールド ❖ 134583

シルバー ❖ 132137

New !

1/4インチ (6.4 mm) ・オンブルリボン

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
濃淡のグラデーションが美しいリボン。全長 9.1 m
カリプソコーラル ❖ 144235
アイランドインディゴ ❖ 144233
レモンライム・ツイスト ❖ 144234

ダフォディル・ディライト ❖ 144116

New ! ミニセクイントリム

1/8インチ(3.2 mm)・リボン

New !

3/8インチ(1 cm) ・ステッチサテンリボン

各 ¥1,150（税込 ¥1,242）
トーン・オン・トーンのステッチリボン。全長 9.1 m
ベーシックグレー ❖ 144184
バミューダ・ベイ ❖ 144183
クラッシュド・カリー ❖ 144182
ガーデングリーン ❖ 144181

メタリックスレッド

各 ¥430（税込 ¥464）
プロジェクトのアクセントにピッタリなシャイニースレッド。
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 ! 3/8インチ(1 cm) ・
クラッシックウィーブリボン

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
人気カラーをセレクトした、
クラッシックなスタイルのリボン。
全長 9.1 m
クランブルケーキ ❖ 144162
ソフトスカイ ❖ 144160
ウィスパーホワイト ❖ 144159

New !

1/4インチ(6.4 mm)・ナチュラルトリム

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
真ん中をメタリックであしらったナチュラルトリム。
全長 9.1 m
ゴールド ❖ 141484
シルバー ❖ 141485

New ! 1/2インチ(1.3 cm)
ファインリーウーブンリボン

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
2017–2019 In Colorのソフトなリボン。全長 9.1 m
ベリーバースト ❖ 144133
フレッシュフィグ ❖ 144132
レモンライム・ツイスト ❖ 144135
パウダーピンク ❖ 144134
トランキル・タイド ❖ 144136

New !

3/8 インチ(1 cm)・シマリーリボン

ベーシックブラック ❖ 144129
ペアーピザッズ ❖ 144153
プールパーティー ❖ 144152
パウダーピンク ❖ 144151

ベーカーズトワイン

各 ¥430
（税込 ¥464）
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 ❖ 134576

New !
New !

ダッパーデニム ❖ 144355

New !

ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 144357

フラーティー・フラミンゴ ❖ 144356
オールドオリーブ ❖ 134579

New ! 3/8インチ(1 cm) ・
メタリック・エッジリボン

各 ¥1,000
（税込 ¥1,080）
エッジにメタリック加工が施されたグロッシーなサテンリボン。
ゴールドリボンはベリーバニラのサテンリボンにゴールド
エッジが施されており、
シルバーリボンはウィスパーホワイト
リボンにシルバーエッジが施されています。全長 9.1 m
ゴールド ❖ 144146
シルバー ❖ 144213

New !

New !

1/8 インチ(3.2 mm)・シアーリボン

各 ¥860（税込 ¥928）
細くて軽い、
エレガントなリボン。全長 9.1 m
カリプソコーラル ❖ 144173
フレッシュフィグ ❖ 144174
オールドオリーブ ❖ 144171
ウィスパーホワイト ❖ 144172

ソリッド・ベーカーズトワイン
各 ¥430（税込 ¥464）
単色。1.6 mm幅、全長22.9 m

ベーシックブラック ❖ 141682

New !
New !
New !

クラッシュド・カリー ❖ 144354

プールパーティー❖ 144353

ベリーバニラ ❖ 144224
ウィスパーホワイト ❖ 124262

New ! 3/8インチ(1 cm) ・
ストライプ・グログランリボン

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
2016–2018 In Colorの各色にホワイトストライプが
あしらわれたリボン。全長 9.1 m

New !

3/8インチ(1 cm) ・ミニシェブロンリボン

各 ¥1,000（税込 ¥1,080）
単色にさり気なくシェブロン柄があしらわれたリボン。
全長 9.1 m
バミューダ・ベイ ❖ 144198
クラッシュド・カリー ❖ 144197
オールドオリーブ ❖ 144196

Accessories & More

各 ¥1,000
（税込 ¥1,080）
淡いシルバーが入り、
シマリーな光沢のあるリボン。
全長 9.1 m

New ! 5/8インチ (1.6 cm) ・クリンクルド・
シームバインディングリボン

各 ¥1,150（税込 ¥1,242）
シックながらカジュアルな味を出せる、
しわ加工が施された
リボン。全長 9.1 m
ベリーバースト ❖ 144191
エメラルド・エンビー ❖ 144190
ナイトオブネイビー ❖ 144189
ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 144192

リネンスレッド

104199 ¥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

ダッパーデニム ❖ 144225
エメラルド・エンビー ❖ 144226
フラーティー・フラミンゴ ❖ 144227
ピーク・ア・ブー・ピーチ ❖ 144228
スウィート・シュガープラム ❖ 144229

1/4インチ(6.4 mm)・コッパートリム

144179 ¥860
（税込 ¥928）
目の粗いジグザグ織りのコッパートリム。全長 4.6 m
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COLORING TOOLS

Stampin’スプリッツアー

Aqua Painter
（アクアペインター）

126185 ¥430（税込 ¥464）
水またはアルコールとクラッシックStampin’ Ink
（P. 60–62）
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。

103954 ¥2,440
（税込 ¥2,635）
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. 66）、
カードストック・シマリー
ホワイト
（P. 66）、
クラッシックStampin’ Ink（P. 60–62）
、
ウォーターカラーペンシル
（P. 73）
とご使用ください。

スポンジドーバー

スタンピングスポンジ

133773 ¥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。

141337 ¥500（税込 ¥540）
クラッシックStampin’ Ink
（P. 60–62）
と併用し、
多様な
色彩効果を。
3個/１パッケージ。

New !

クラフトStampin’Ink・ウィスパーホワイト

Mementoパッド＆インクレフィル

タキシードブラック、アシッドフリー

パッド ❖ 132708 ¥860（税込 ¥928）
レフィル (14.8 ml) ❖ 133456 ¥710（税込 ¥766）

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。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 (14.8 ml) ❖ 101780 ¥640（税込 ¥691）

New !

Wink of Stella® グリッターブラシ

スタンプイメージにアクセントを加えられるグリッターペン。
クリア ❖ 141897 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
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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。

ブレンダーペン

102845 ¥1,500（税込 ¥1,620）
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. 66）
、
カードストック・シマリーホワイト
（P. 66）
、
クラッシック
Stampin’ Ink
（P. 60–62）、
ウォーターカラーペンシル
（P. 73）
とご使用ください。
ペン3本入り。

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

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.73）を接着し、ヒートツール（P. 73）で固めれば、簡単に
作ることができます。
パッド ❖ 137737 ¥1,070（税込 ¥1,155）
レフィル (14.8 ml) ❖ 137749 ¥570（税込 ¥615）

Stampin’ Writeマーカー・
ベーシックブラック

100082 ¥500（税込 ¥540）
単色のブラックマーカー。
水溶性ダイインク。
他のカラー
（セット販売）
はP. 60－62に掲載。

アーカイバル Stampin’ Pad

New !

ウォーターカラーペンシル

141709 ¥2,300（税込 ¥2,484）

New !

メニーマーベラス・マーカー

高品質で滑らかなカラーペンシル。
スタンプイメージへのウォーターカラーリングに最適。Aqua Painterやブレンダーペン
（P. 72）
と
ベーシックブラック ❖ 140931 ¥1,000（税込 ¥1,080） ご使用いただくか、単体でご使用ください。Stampin’ Up!オリジナルカラー13色、
アシッドフリー、
リグニンフリー
インクレフィル ❖ 140928 ¥790（税込 ¥853）
ベーシックブラック、
ベーシックグレー、
バミューダ・ベイ、
カリプソコーラル、
ダフォディル・ディライト、
アーリーエスプレッソ、
メロンマンボ、
オールドオリーブ、
ベーシックグレー ❖ 140932 ¥1,000（税込 ¥1,080）
パシフィック・ポイント、
パンプキンパイ、
リアルレッド、
リッチラズルベリー、
ウィスパーホワイト
インクレフィル ❖ 140929 ¥790（税込 ¥853）

デコレーションマスク・パターンパーティー

144103 ¥860
（税込 ¥928）
カードやスクラップブックページなどの背景作りに最適。
エンボスペーストとパレットナイフと併用してください。
または、
スポンジドーバーやStampin’スプリッツアーなどでカラーリング
することもできます。
全4枚、15.2 x 15.2 cm

New !

エンボスペースト

141979 ¥1,150
（税込 ¥1,242）
クラッシックStampin' Inkレフィルをエンボスペーストに
数滴垂らして混ぜ、
パレットナイフでデコレーションマスクに
ペーストをつけて乾かせば、
カラーリングを楽しめます。
白い
まま使用したい場合は、何も加えず、
そのまま乾かしましょう。

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。

Color Caddy
（ カラーキャディー）

マーカー全色を1つのケースに収納できます！

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。

New !

ヒートツール

パレットナイフ

142808 ¥710（税込 ¥766）
エンボスペーストをつける際には、
パレットナイフを
ご使用ください。

Accessories & More

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

インクパッドとレフィルをいっぺんに収納できて便利！

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）

全3種：コテ×1、
ダイヤモンドコテ×1、
スコッティナイフ×1

マット仕上がり、113 g

Stampin’ Emboss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. 72)、
ヒートツール(P. 73)と併用できます。14 g
クリア ❖ 109130
コッパー ❖ 141636
ゴールド ❖ 109129
シルバー ❖ 109131
ホワイト ❖ 109132

Stampin’ Glitter
（グリッター）
作品をグリッターで仕上げたい時に。23 g
ダズリングダイヤモンド ❖ 133751¥710（税込 ¥766）
ゴールド❖ 133457 ¥570（税込 ¥615）
シルバー ❖ 133756 ¥570（税込 ¥615）

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。
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ADHESIVES

SNAIL Adhesive
（スネイル・アドヒーシブ）

ファストフューズ・アドヒーシブ

SNAIL Adhesive (12 m) ❖ 104332 ¥600（税込 ¥648）
レフィル（12 ｍ) ❖ 104331 ¥400（税込 ¥432）

ファストヒューズ (12 m) ❖ 129026 ¥1,280（税込 ¥1,382）
レフィル (20 m) ❖ 129027 ¥980（税込 ¥1,058）

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

New !

Stampin’ Dimensionals

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

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

シリコン・クラフトシート

127853 ¥860（税込 ¥928）
アドヒーシブを1滴シートの上に垂らし、
その上でエンベリッシュメントを組み合わせ、
アドヒーシブを乾かせば、
アドヒーシブごときれいに剥がせます。
作業台を汚さなくてすむので
便利。
Stampin’ Up!の全てのアドヒーシブが使えます。
1枚、
15.2 x 15.2 cm
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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

110755 ¥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

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。
アシッドフリー
Stampin’ Dimensionals ❖ 104430 ¥560（税込 ¥604）
300個、
直径1 cm

New ! Mini Stampin’ Dimensionals ❖ 144108 ¥560（税込 ¥604）
720個、
直径6.4 mm

ティア＆テープ･アドヒーシブ

New !

フォーム・アドヒーシブ・ストリップ

103683 ¥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、
直径5 mm

マルチパーポス・アドヒーシブシート

144106 ¥1,430（税込 ¥1,544）
Big Shotダイ(P. 81–83)を使えば、
好きな形の両面接着ダイカットを作ることができます。
12枚、15.2 x 30.5 cm

接着ツール

Accessories & More

Mini Glue Dots

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

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 x 22.9 cm幅）
×40本

おすすめの使い方
カードストック
＆ペーパー

小さい
大きい
エンベリッシュメント エンベリッシュメント

リボン＆トリム

グリッター

立体的な
プロジェクト

細かいダイ
カットピース

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
マルチパーポス・
アドヒーシブシート
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TOOLS

ボーンフォルダー

102300 ¥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。

ペーパースニップ

103579 ¥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。

ペーパーピアシングツール

126189 ¥570（税込 ¥615）
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。
Stampin’ピアスマットと併用してください。

Stampin’ピアスマット

126199 ¥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

PUNCH BOARDS

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、側面を
スコアリングします。

タブを斜めにカットします。

エンベロップを作るのに必要なサイズに、
ペーパーやカードストックをカットして
ください。

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します。

スコアラインをバッグの形になる
ように折ります。パンチして穴を
あけます。
（お好みで）

タブにアドヒーシブを貼り、
折って接着します。

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。

エンベロップの端を折り、接着します。

ギフトバッグ・パンチボード

135862 ¥2,870
（税込 ¥3,099）
好きなカードストックやデザイナーシリーズ・ペーパー（Ｐ．６３－６５）を使って、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。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。
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エンベロップ・パンチボード

133774 ¥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エンベロップが作れます。
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。
カードストックかデザイナーシリーズ・ペーパー(P. 63-65)をご使用ください。

SIMPLY SCORED

Simply Scored
（シンプリースコアード）
スコアリングツール

122334 ¥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.76）
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：12x 12インチ(30.5 x 30.5 cm)

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！

Accessories & More

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！

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)

127531 ¥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。

備品の収納 スペースも充実。

STAMPIN’ TRIMMER

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。

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

各種ブレードや
トリマーグッズの収納
スペースも充実。

Stampinʼ 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。
15.9ｃｍ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。

Stampinʼトリマー・
カッティングブレード

126995 ¥860（税込 ¥928）
2個セット

Stampinʼトリマー・
スコアリングブレード

126996 ¥710（税込 ¥766）
2個セット

Stampinʼトリマー・
交換用カッティングマット

131375 ¥570（税込 ¥615）
交換用マット2つ入り
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PUNCHES
Accessories & More

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。

全てのパンチ画像は、
ほぼ実物大です。

スカロップ・タグトッパーパンチ

133324 ¥3,310（税込 ¥3,574）

デュエット・バナーパンチ

141483 ¥2,590（税込 ¥2,797）

New !

クラッシック・ラベルパンチ

141491 ¥2,590（税込 ¥2,797）

New !
New !

デコレートリボン・ボーダーパンチ

143721 ¥2,300（税込 ¥2,484）

2-1/4インチ (5.7 cm) ・サークルパンチ
143720 ¥2,590（税込 ¥2,797）

2インチ(5.1 cm)・サークルパンチ
133782 ¥2,590（税込 ¥2,797）

1-3/4インチ(4.4 cm)・サークルパンチ
119850 ¥2,590（税込 ¥2,797）

1-1/2インチ(3.8 cm)・サークルパンチ

New !

チケットティア・ボーダーパンチ

143718 ¥2,300（税込 ¥2,484）

バルーンブーケ・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
119860 ¥2,300（税込 ¥2,484）

1-1/4インチ(3.2 cm)・サークルパンチ

140609 ¥2,590（税込 ¥2,797）

119861 ¥2,300（税込 ¥2,484）

1インチ(2.5 cm)・サークルパンチ
119868 ¥1,870（税込 ¥2,019）

1/8インチ(3.2 mm)・サークルパンチ
134365 ¥1,290（税込 ¥1,393）

1/16インチ(1.6 mm)・サークルパンチ
134363 ¥1,290（税込 ¥1,393）
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トリプル・バナーパンチ

138292 ¥3,310（税込 ¥3,574）
2.5 cm、3.8 cm、5.1 cm幅のバナーを
カットできます。

3/4インチ(1.9 cm)・サークルパンチ
119873 ¥1,870（税込 ¥2,019）

1/2インチ(1.3 cm)・サークルパンチ
119869 ¥860（税込 ¥928）

Accessories & More

パンジーパンチ

New !

130698 ¥2,300（税込 ¥2,484）

スターバースト・パンチ

143717 ¥2,590（税込 ¥2,797）

New !

デイジー・パンチ

143713 ¥2,590（税込 ¥2,797）

BUILDER PUNCHES

Each punch has multiple shapes for layering and more !

ブロッサム・ビルダーパンチ

141469 ¥2,590（税込 ¥2,797）
バンチ・オブ・ブロッサム・スタンプセット(P. 45)とコーディネートできます。

ツリー・ビルダーパンチ

138295 ¥2,590（税込 ¥2,797）
スプリンクルズ・オブ・ライフ・スタンプセット(P. 26)とコーディネートできます。

ボー・ビルダーパンチ

137414 ¥2,590（税込 ¥2,797）

フォックス・ビルダーパンチ

141470 ¥2,590（税込 ¥2,797）
フォクシーフレンズ・スタンプセット(P. 40)とコーディネートできます。
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Big shot

Accessories & More

die-cutting machine

*

Emboss

エンボスフォルダー（P. 84－85）
で、
ペーパーに
エンボス加工を施すことができます。

Create 3D items

各種Thinlitsダイで、
ボックスやバッグ、
リボンなどの
立体的なプロジェクトが簡単に作れます。
（P. 81、
83）

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
※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. 81－85に掲載されています。

スタンダード・カッティングパッド プレジションベースプレート
マグネット・プラットフォーム
（交換用）
139684 ¥3,590（税込 ¥3,877） 130658 ¥5,600（税込 ¥6,048）
113475 ¥1,580（税込 ¥1,706）
両面使用できます。2枚1組。

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。

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。

Cut out stamped images

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. 81－83）

Big Shotプラットフォーム

142802 ¥3,740（税込 ¥4,039）
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。

New Configuration !
Big Shotダイブラシ

144262 ¥1,650（税込 ¥1,782）
ダイの細かいペーパー屑を簡単に
取り除けるブラシ。
ブラシ1本とフォームパッド2枚入り。
フォームパッドサイズ:
11.4 cm x 17.8cm
ブラシサイズ: 3.8 cm X 14 cm
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FRAMELITS & THINLITS
サンドウィッチの作り方

ダイ
用紙１枚
スタンダード・カッティングパッド

Accessories & More

スタンダード・カッティングパッド

マグネット・プラットフォーム

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. 33）
とコーディネートできます。

New !

Thinlitsダイ・ミニﾄリートバッグ

137547 ¥5,750（税込 ¥6,210）

トリートやちょっとしたギフトを入れるのにピッタリなバッグがつくれます。
ダイ12種、
バッグの仕上がりサイズ：9.4 x 13.3 cm

Framelitsダイ・ラージナンバー

Framelitsダイ・ラージレター

ダイ11種、
イメージ最大サイズ：7.9 x 1.9 cm

ダイ37種、
イメージ最大サイズ：3 x 5.9 cm

ナンバー・オブ・イヤーズ・スタンプセット
（P. 54）
とコーディネートできます。

レターズ・フォー・ユー・スタンプセット
（P. 55）
とコーディネートできます。

140622 ¥4,460（税込 ¥4,816）

141712 ¥14,150（税込 ¥15,282）
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Accessories & More

New ! Framelitsダイ・
ビルド・ア・バイク

143729 ¥3,770（税込 ¥4,071）

143658 ¥4,460（税込 ¥4,816）

ダイ15種、
イメージ最大サイズ： 6.7 x 5.6 cm

ダイ10種、
イメージ最大サイズ：7.6 x 6 cm

バイクライド・スタンプセット
（P. 10）
と
コーディネートできます。

バースディデリバリー・スタンプセット(P. 25)と
コーディネートできます。

Framelitsダイ・アンブレラウェザー

Framelitsダイ・バンチ・オブ・バナー

New ! Framelits ダイ・ブーケバンチ

ダイ5種、
イメージ最大サイズ：8.3 x 5.9 cm

ダイ21種、
イメージ最大サイズ： 9.7 x 6 cm

141488 ¥3,770（税込 ¥4,071）

143659 ¥4,310（税込 ¥4,654）

バナーズ・フォー・ユー・スタンプセット
（P. 16）、
バースディ・バナー・スタンプセット
（P. 29）
と
コーディネートできます。

ビューティフルブーケ・スタンプセット
（P. 36）
と
コーディネートできます。

141479 ¥3,590（税込 ¥3,877）

New ! Framelitsダイ・ポケット

Framelitsダイ・エブリディジャー

143750 ¥3,590（税込 ¥3,877）

141490 ¥4,740（税込 ¥5,119）

New ! Framelits ダイ・
オーキッドビルダー

ダイ13種、
イメージ最大サイズ：6.2 x 3.3 cm

ダイ8種、
イメージ最大サイズ: 8.6 x 8.3 cm

ダイ17種、
イメージ最大サイズ：7.5 x 4.9 cm

ダイ12種、
イメージ最大サイズ: 5.9 x 6.5 cm

ウェザートゥゲザー・スタンプセット
（P. 37）
と
コーディネートできます。

New ! Framelits ダイ・
ステッチシェイプ

145372 ¥4,310（税込 ¥4,654）

ポケットフル・オブ・サンシャイン・スタンプセット
（P. 22）
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

141706 ¥5,030（税込 ¥5,432）

クライミング・オーキッド・スタンプセット
（P. 11）
と
コーディネートできます

Framelitsダイ・
レイヤリング・スクエア

Framelitsダイ・レイヤリング・サークル

141708 ¥5,030（税込 ¥5,432）

レイヤリングダイ15種、
イメージ最大サイズ：7.3 x 9.7 cm

New ! Framelitsダイ・
スウィート＆サッシー

New ! Framelitsダイ・
ロッツ・オブ・ラベル

Framelitsダイ・ボールドバタフライ

138281 ¥3,770（税込 ¥4,071）

ダイ15種、
イメージ最大サイズ: 10.5 x 9.5 cm

ダイ2種、
イメージ最大サイズ：7.9 x 5.4 cm

レイヤリングダイ7種、
イメージ最大サイズ: 11.4 x 7 cm

ウォーターカラー・ウイングス・スタンプセット
（P. 44）
と
コーディネートできます。

モア・ザン・チョコレート・スタンプセット(P. 17) 、
ロッツ・オブ・ラブ・スタンプセット
（P. 35）
、
ボーン・
トゥー・ビー・ラブド・スタンプセット
（P. 39）
と
コーディネートできます
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143747 ¥3,590（税込 ¥3,877）

ジャー・オブ・ラブ・スタンプセット
（P. 13）
とコーデ
ィネートできます。

ダイ12種、
イメージ最大サイズ: 8.3 × 6 cm

141707 ¥5,030（税込 ¥5,432）
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New ! Framelits ダイ・
バースディフレンズ

レイヤリングダイ19種、
イメージ最大サイズ：7.6 x 7.6 cm

レディー・トゥー・ポップ・スタンプセット
（P. 33）
と
コーディネートできます。

138135 ¥2,440（税込 ¥2,635）

141705 ¥5,030（税込 ¥5,432）
レイヤリングダイ16種、
イメージ最大サイズ：8.4 x 8.4 cm

イースタン・ビューティー・スタンプセット
（P. 15）、
モア・ザン・チョコレート・スタンプセット
（P. 17）、
ロッツ・
オブ・ラブ・スタンプセット
（P. 35）
とコーディネートできます。

New ! Thinlitsダイ・
ハッピーバースディ

143700 ¥2,870（税込 ¥3,099）

ダイ1種、
イメージ最大サイズ：8.3 x 7.6 cm
ハッピーバースディ・ゴージャス・スタンプセット
（P. 31）
とコーディネートできます。

143732 ¥4,170（税込 ¥4,503）
ダイ12種、
イメージ最大サイズ: 7 x 7.8 cm
ユー・ムーブ・ミー・スタンプセット
（P. 56）
と
コーディネートできます。

New ! Framelitsダイ・
コーヒーカップ

New ! Framelits ダイ・
ウエルカムホーム

ダイ13種、
イメージ最大サイズ： 7.1 x 5.4 cm

ダイ11種、
イメージ最大サイズ：10.2 x 8.6 cm

コーヒーカフェ・スタンプセット
（P. 9）
と
コーディネートできます

ホームライフ・スタンプセット
（P. 50）
と
コーディネートできます。

143745 ¥4,310（税込 ¥4,654）

Accessories & More

New ! Thinlitsダイ・ムーブ・ミー

143752 ¥3,770（税込 ¥4,071）

DETAILED DIES
細かいイメージのダイカットには、
プレシジョンベースプレートをご使用ください。

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

Thinlitsダイ・バタフライ

137360 ¥3,770（税込 ¥4,071）
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. 51）、
ウォーターカラー・ウイングス・スタンプセット
（P. 44）
と
コーディネートできます。

New ! Thinlitsダイ・
シーズナルレイヤー

143751 ¥4,740（税込 ¥5,119）

ダイ17種、
イメージ最大サイズ： 15.6 x 1.3 cm
カラフルシーズン・スタンプセット（P. 43）
と
コーディネートできます。

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

New ! Thinlitsダイ・
イースタン・メダリオン

143725 ¥4,740（税込 ¥5,119）

ダイ14種、
イメージ最大サイズ： 7.3 x 7.3 cm
イースタン・ビューティー・スタンプセット
（P. 15）と
コーディネートできます。
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TEXTURED
IMPRESSIONS
embossing
folders
サンドウィッチの作り方

Accessories & More

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
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

New ! スウィートハート

フラッタリング

シーサイド

15.2 x 15.2 cm

15.2 x 15.2 cm

15.2 x 15.2 cm

New ! ウッドランド

ブリックウォール

139673 ¥1,220（税込 ¥1,317）

138288 ¥1,220（税込 ¥1,317）

15.2 x 15.2 cm

15.2 x 15.2 cm

143705 ¥1,220（税込 ¥¥1,317）

ソフトリー・フォーリング

139672 ¥1,220（税込 ¥1,317）
15.2 x 15.2 cm
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139304 ¥1,220（税込 ¥1,317）

141481 ¥1,220（税込 ¥1,317）

New ! ペタルバースト

New ! スパークル

15.7 x 11.4 cm

15.7 x 11.4 cm

15.7 x 11.4 cm

143709 ¥1,070（税込 ¥1,155）

141493 ¥1,070（税込 ¥1,155）

Accessories & More

New ! ポルカドット・ベーシック

141468 ¥1,070（税込 ¥1,155）

DYNAMIC TEXTURED
IMPRESSIONS EMBOSSING FOLDERS
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

New ! レイヤードリーブス

143704 ¥1,290（税込 ¥1,393）
11.4 x 15.7 cm

Tip
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。

New ! ラッフルド

143699 ¥1,430（税込 ¥1,544）
15.2 x 15.2 cm

New ! パインウッド・プランクス
143708 ¥1,430（税込 ¥1,544）
15.2 x 15.2 cm
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Accessories & More

STAMPING ACCESSORIES

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) ❖ 102394 ¥640（税込 ¥691）
レフィルボトル (237 ml) ❖
101022 ¥1,360 (税込 ¥1,468）

Stampin’ Scrub

Stampin’ピアスマット

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。各パッド：17.8×17.8 cm

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

126200 ¥2,440（税込 ¥2,635）

126199 ¥710（税込 ¥766）

クリアブロック・ストレージキャディ

グリッドペーパー

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

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

120279 ¥2,440（税込 ¥2,635）

130148 ¥1,580（税込 ¥1,706）

15% Off

A

B

クリアブロック・
バンドル

E

D

C

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。

I

G
H

F

クリアブロック・バンドル(A-I)

118491 ¥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）

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

Block B

Block C

Block D

Block F

Block G

Block H

Block I

118487 ¥560（税込 ¥604）
3×3.2 cm

117147 ¥850（税込 ¥918）
4.1×4.9 cm

118483 ¥2,430（税込 ¥2,624） 118489 ¥640（税込 ¥691）
12.4×15.2 cm
6.4×1.9 cm
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Block E

118486 ¥1,000（税込 ¥1,080） 118485 ¥1,220（税込 ¥1,317） 118484 ¥1,710（税込 ¥1,846）
5.1×5.7 cm
7.3×6.8 cm
8.7×11.3 cm
118490 ¥1,220（税込 ¥1,317） 118488 ¥1,710（税込 ¥1,846）
11.3×4.1 cm
14.9×5.7 cm

Stampindex
Set
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（税込）

掲載
ページ

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。

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（税込）

掲載
ページ

Balloon Celebration

バルーン・セレブレーション

140675

¥3,730 (¥4,028)

28

Happy Birthday
Gorgeous

ハッピーバースディ・ゴージャス

143662

¥3,010 (¥3,250)

31

Banners for You

バナーズ・フォー・ユー

141710

¥3,880 (¥4,190)

16

Home Life

ホームライフ

143735

¥5,030 (¥5,432)

50

Beautiful Bouquet

ビューティフルブーケ

143666

¥3,880 (¥4,190)

36

Icing on the Cake

アイシング・オン・ザ・ケーキ

143664

¥2,440 (¥2,635)

27

Better than Email

ベター・ザン・イーメール

140463

¥2,290 (¥2,473)

57

Jar of Love

ジャー・オブ・ラブ

141587

¥3,880 (¥4,190)

13

Bike Ride

バイクライド

143716

¥3,010 (¥3,250)

10

Letters for You

レターズ・フォー・ユー

141968

¥7,050 (¥7,614)

55

Birthday Banners

バースディ・バナー

141506

¥2,440 (¥2,635)

29

Lots of Love

ロッツ・オブ・ラブ

145291

¥2,730 (¥2,948)

35

Birthday Delivery

バースディデリバリー

143660

¥3,880 (¥4,190)

25

Lovely As a Tree

ラブリー・アズ・ア・ツリー

137285

¥3,440 (¥3,715)

49

Bookcase Builder

ブックケースビルダー

142906

¥3,010 (¥3,250)

41

More than Chocolate

モア・ザン・チョコレート

143689

¥2,440 (¥2,635)

17

Born to Be Loved

ボーン・トゥー・ビー・ラブド

145289

¥2,300 (¥2,484)

39

Number of Years

ナンバー・オブ・イヤーズ

140653

¥3,880 (¥4,190)

54

Brushwork Alphabet

ブラッシュワーク・アルファベット

141772

¥3,730 (¥4,028)

57

Playful Backgrounds

プレイフル・バックグラウンド

141920

¥2,290 (¥2,473)

46

Bunch of Blossoms

バンチ・オブ・ブロッサム

141573

¥3,010 (¥3,250)

45

Pocketful of Sunshine

ポケットフル・オブ・サンシャイン

143719

¥2,440 (¥2,635)

22

Butterfly Basics

バタフライ・ベーシック

137154

¥3,440 (¥3,715)

51

Ready to Pop

レディー・トゥー・ポップ

141513

¥2,290 (¥2,473)

33

Climbing Orchid

クライミング・オーキッド

143723

¥3,880 (¥4,190)

11

Sheltering Tree

シェルタリングツリー

137163

¥3,590 (¥3,877)

47

Coffee Café

コーヒーカフェ

143677

¥3,010 (¥3,250)

9

Sprinkles of Life

スプリンクルズ・オブ・ライフ

139971

¥3,010 (¥3,250)

26

Colorful Seasons

カラフルシーズン

143726

¥3,880 (¥4,190)

43

Thoughtful Banners

ソートフル・バナーズ

141614

¥3,010 (¥3,250)

20

Daisy Delight

デイジー・ディライト

143669

¥2,440 (¥2,635)

19

Watercolor Wings

ウォーターカラー・ウイングス

139424

¥3,730 (¥4,028)

44

Eastern Beauty

イースタン・ビューティー

143675

¥3,010 (¥3,250)

15

Watercolor Words

ウォーターカラーワード

138702

¥3,730 (¥4,028)

48

Fabulous Flamingo

ファビュラス・フラミンゴ

143758

¥3,010 (¥3,250)

53

Weather Together

ウェザートゥゲザー

141543

¥3,010 (¥3,250)

37

Feather Together

フェザー・トゥゲザー

141597

¥2,440 (¥2,635)

52

With All My Heart

ウィズ・オール・マイ・ハート

137095

¥3,690 (¥3,985)

32

Flower Shop

フラワーショップ

137239

¥2,290 (¥2,473)

12

Work of Art

ワーク・オブ・アート

137329

¥3,150 (¥3,402)

47

Foxy Friends

フォクシーフレンズ

141549

¥3,880 (¥4,190)

40

World's Best Trophy

ワールズ・ベストトロフィー

143691

¥3,880 (¥4,190)

23

Great Big Greetings

グレート・ビッグ・グリーティング

143685

¥3,880 (¥4,190)

21

You Move Me

ユー・ムーブ・ミー

144002

¥3,730 (¥4,028)
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SERIOUS STUFF
(legal)
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

Big Shot、Framelits、Textured
Impressions、ThinlitsはEllison、Inc (エリソン・
インコーポレーテッド）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。
Wink of Stella はKuretake Co.,Ltd（呉竹株式
会社）の登録商標です。VersaMarkは株式会社
ツキネコの登録商標です。Aqua Painter、Color
Caddy、Embossing Buddy、In Color、Inspire.

Create. Share.、Simply Scored、SNAIL
Adhesive、 Stampin’ Dimensionals、 Stampin’
Emboss、 Stampin’ Glitter、Stampin’ Ink、
Stampin’ Mist、 Stampin’ Scrub、 Stampin’
Spot、 Stampin’ Up!、Stampin’ Up! ロゴ、
Stampin’ Write、Two-Step、Stampin’は
Stampin’ Up!(スタンピン・アップ）の登録商標です。
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、2017年6月現在の
税率を元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2017年6月

Stampin' Up Japan 合同会社
（スタンピン･アップ・ジャパン）
0120-912-762（平日 9:15-17:00）
STAMPINUP.CO.JP

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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design
your
future
今年の目標は、家族を
旅行に連れて行くこと！

Stampinʼ 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。

デモンストレータービジネスで得た収入で、
娘のダンス衣装をアップグレード。

デモンストレーター
イベント・OnStageで
表彰！
頑張ってきた自分に
誇りを持てる、
最高に幸せな瞬間。

デモンストレーター
向けの機関誌から、
インスピレーションを
色々もらって、
来月のクラスを
プランニング。

たくさんのスタンプ仲間に
出会えて、
ハッピーで
充実した毎日！

88
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Gather Friends, Earn Rewards,

& craft your
heart out!

グループオーダー
合計＊1

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！

Stampin’
Rewards
15,000円以上

Stampin’リワードの
特典を使って、
製品を賢くＧＥＴ！

get
creative

30,000円未満

30,000円以上

リワード
金額＊2
1,500円
3,500円

(*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。

have
fun

Earn
rewards

© 2001–2017 STAMPIN’ UP!
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INFORMATION:

shop
Online

全ての製品はオンラインストアにて
ご注文いただけます。
今すぐプロジェクトをつくってみたい！
という方は、オンラインストアをチェック！

stampinup.co.jp/store

stampinup.co.jp

0120-912-762

Japan

STAMPIN’ UP JAPAN 合同会社
（平日 9:15～17:00）
カタログ有効期限 2017年6月－2018年5月
参考価格/1部 ￥467（税込）

