
Live it 

Share it

Love it 
2018 

OCCASIONS CATALOG FOR JAPAN



皆さま

 皆さま既にご存知かと思いますが、クラフターにはある秘密があります。 
どんな秘密か知りたいですか？

その秘密とは、スタンピングには、ストレスを解放する力があり、セラピーの 
役割を果たすということです。（皆さまに「そんなのみんな分かってるわよ！」 
と言われそうですが）そう、これは公然の秘密ですね！

皆さまもお気づきだと思いますが、お友達を招待して、キッチンに 
座りながら大好きなペーパークラフトをシェアしている時、どんどん人の 
繋がりが広がっていく機会をつくり出しているのです。素晴らしいこと 
ですよね！スタンピングは友情を育んでくれますし、他には代えがたい 
素敵な会話をもたらしてくれます。

ですので、私は皆さんに、このカタログを手にとって製品を眺めた後に、 
お友達を招待して一緒にスタンピングを楽しみ、かわいいプロジェクトを 
つくって、お互いの家を行き来したりして、友情を育んでいく…この 
カタログが、そんな素敵な未来に結びついてほしいと願っています。

プロジェクトをつくり、友情を築き、その楽しさをシェアしていくことこそが、 
Stampin’ Up!の全てです。私もそんなStampin’ Up!ファミリーである 
ことに日々感謝しています。

皆さま、オケージョンカタログを楽しんでくださいね！

Shelli Gardner
取締役会長、創業者

INSTAGRAM.COM  STAMPINUPJAPAN

FACEBOOK.COM  STAMPINUPJAPAN

PINTEREST.COM  STAMPINUPJAPAN

YOUTUBE.COM  STAMPINUPJAPAN

Shelli'S
MESSAGE

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. 3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. 86に掲載しております。

この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。

年間カタログのページ番号は、2017-2018版に対応しています。

2017-2018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。

Try Our Stamps!

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。

BUNDLES

Picture Perfect Party • P. 4-5
Painted with Love • P. 12-13
Tutti-Frutti • P. 16-17

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

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。

YOU CAN MAKE IT

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

QUICK & EASY

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、下記の 
アイコンやフレーズで紹介 

しています。

quick

e a s y
&

NEW TO THE

Catalog?

A4カードストック❖年間カタログP. 66 
 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・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー ❖P. 5 
145561 ¥1,150（税込 ¥1,242）
6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm) ・デザ
イナーシリーズ・ 
ペーパー・ピクチャーパーフェクト・パーティー❖P. 5 
145559 ¥1,430（税込 ¥1,544）
クラッシック Stampin’ Spots・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー❖P. 5 
145641 ¥1,290（税込 ¥1,393）

Picture Perfectペーパーリボン❖P. 5 
145502 ¥1,150（税込 ¥1,242）
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GET STARTED Stampin’ Up!の最大の魅力は、 
自宅でもささっとスタンプできる 

こと。スタンプ、インク、ペーパー等、 
便利な基本ツールを揃えれば、 

簡単に、楽しくスタンピングできます。

フルーツバスケット・スタンプセット ❖ P. 17
145833 ¥2,290（税込 ¥2,473）

6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm) ・デザイナーシリーズ・ 
ペーパー・トッティフルッティ❖ P. 17
145606 ¥1,430（税込 ¥1,544）

カードストックパック・トッティフルッティ ❖ P. 17
145608 ¥1,150（税込 ¥1,242）

クラッシック・Stampin’ Pad® ❖ 年間カタログP. 60、62
 レモンライム・ツイスト ❖ 144086 ¥930（税込 ¥1,004） 
 ダフォディル・ディライト ❖ 137447¥930（税込 ¥1,004）
 ソフトスウェード❖ 137485 ¥930（税込 ¥1,004）

ワシテープ・トッティフルッティ ❖ P. 17
145610 ¥1,150（税込 ¥1,242）

5/8インチ (1.6 cm) ・バーラップリボン ❖ 
年間カタログP. 70
141487 ¥1,000（税込 ¥1,080）

Stamping

Stamps 
スタンプセットを用意します。1

Ink 
好きなカラーのインクを用意します。2

Paper 
好みのカラーやデザインの 
ペーパーを選びます。

3

Embellishments
かわいくデコレーションして仕上げましょう 。4

3© 2017 STAMPIN’ UP! 



Picture Perfect Party
SUITE

Create perfect birthday projects 
with photographic images and 

festive party designs

A4カードストック❖年間カタログP. 66 
 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・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー ❖ P. 5 
145561 ¥1,150（税込 ¥1,242）
6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm) ・デザイナーシリーズ・ 
ペーパー・ピクチャーパーフェクト・パーティー ❖ P. 5 
145559 ¥1,430（税込 ¥1,544）

クラッシック Stampin’ Spots・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー ❖ P. 5 
145641 ¥1,290（税込 ¥1,393）

Picture Perfectペーパーリボン ❖ P. 5 
145502 ¥1,150（税込 ¥1,242）

with the Picture Perfect Birthday Stamp Set
You Can Make It
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クラッシック Stampin’ Spots・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー 
145641 ¥1,290（税込 ¥1,393）
通常のクラッシック Stampin’ Spotsより小さい 
サイズなので、ピクチャーパーフェクト・ 
バースディ・スタンプセットのような小さい 
サイズのイメージをスタンプするのに最適です。  
全4色×1個 、3.2 x 3.2 cm 、アシッドフリー
バミューダ・ベイ、ベリーバースト、ピーク・ア・ブー・ ピーチ、 
プールパーティー

6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm) ・ 
デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー
145559 ¥1,430（税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート12種×各4枚）  
片面はグラフィックデザインで、もう片面は 
写真のデザイン。 6×6インチ (15.2 x 15.2 cm)  
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、バミューダ・ベイ、ベリー 
バースト、レモンライム・ツイスト、ピーク・ア・ブー・ 
ピーチ、プールパーティー、ウィスパーホワイト

ミニバインダークリップ・バースディ
145563 ¥1,070（税込 ¥1,155）
シーズンカラーの小さいクリップ。  
24個（全4色×6個）、1.6×2.5 cm
バミューダ・ベイ、ベリーバースト、 
レモンライム・ツイスト、シルバー

Picture Perfectペーパーリボン
145502 ¥1,150（税込 ¥1,242）
センターにステッチが施され、レイヤーされた 
フリンジペーパー。 
1.9 cm 幅 、全長8.2m、 
カラー3種×各１、各2.7 m 
バミューダ・ベイ、ベリーバースト、 
レモンライム・ツイスト

Textured Impressions・ 
エンボスフォルダー・シンプルストライプ
145648 ¥1,220（税込 ¥1,317）
15.2 x15.2 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログP. 80)が必要です。

カードストックパック・ 
ピクチャーパーフェクト・パーティー
145561 ¥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
バミューダ・ベイ、レモンライム・ツイスト、 
ピーク・ア・ブー・ピーチ

ピクチャーパーフェクト・バースディ❖スタンプ18種 
Picture Perfect Birthday ❖145519 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：B、C、D
2ステップ
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Big Shot・ダイカットマシン（年間カタログP. 80）
143263 ¥14,289（税込 ¥15,432）
Big Shotマシンにダイとフォルダーを通せば、簡単にスタンプ 
イメージをカットしたり、 エンボス加工することができます。 
セットになっているスタンダード・カッティングパッド、 
Big Shotプラットフォームと合わせてご使用ください。

ピクニック・ウィズ・ユー・ 
スタンプセット & Framelitsダイ・ 
ピクニック・バスケットビルダー
145980 ¥6,070（税込 ¥6,555）

ピクニック・ウィズ・ユー 
バンドル

Framelitsダイ・ 
ピクニック・バスケットビルダー 
145658 ¥4,310（税込 ¥4,654）
ダイ21種 
最大サイズ：3.2 x 6 cm  
バスケット織のダイは、軽いエンボス加工を 
施せますが、カットはできません。  
このダイの使用にはBig Shot(年間 
カタログP. 80)が必要です。

10% 
OFF

Big Shot Cutting & embossing 
with one machine

年間カタログの 
P. 81－85にも、 

Big Shotの各種ダイや 
エンボスフォルダーが 

掲載されています。

ピクニック・ウィズ・ユー❖スタンプ25種 
Picnic with You ❖145860 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、D

 Framelitsダイ・ピクニック・バスケットビルダー(P. 6)とコーディネートできます。
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Thinlitsダイ・スリルライド・ポップアップ  
145650 ¥4,600（税込 ¥4,968）
ダイ11種 
最大サイズ：11.1 x 7.9 cm  
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ 
P. 80)が必要です。

カードをスコアリングし、ダイを 
スコアラインに合わせて置きます

ダイとカードをBig Shotに 
通し、外します。

カードを立体になるよう 
折り、飾ります。1 2 3

レット・ザ・グッド 
タイムス・ロール
バンドル

レット・ザ・グッドタイムス・ロール・ 
スタンプセット & Thinlitsダイ・ 
スリルライド・ポップアップ
145959 ¥6,200（税込 ¥6,696）

10% 
OFF

立体カードを 
つくろう

レット・ザ・グッドタイムス・ロール❖スタンプ14種 
Let the Good Times Roll ❖145687 ¥2,290（税込 ¥2,473）❖推奨ブロックサイズ：A、B、G、H

 Thinlitsダイ・スリルライド・ポップアップ (P. 7)とコーディネートできます。

© 2017 STAMPIN’ UP! 7



パーティーハット・バースディ❖スタンプ16種 
Party Hat Birthday ❖145748 ¥3,730（税込 ¥4,028）❖推奨ブロックサイズ：A、E、G、H

 Framelitsダイ・パーティーハットビルダー(P. 9)とコーディネートできます。
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パーティーハット・バースディ・ 
スタンプセット & Framelitsダイ・ 
パーティーハットビルダー 
145960 ¥6,750（税込 ¥7,290）

Framelitsダイ・パーティーハット 
ビルダーでカードストックを切り 

抜きます。

パーティーハット・バースディ・スタンプ
セットで2ステップスタンピングを 

していきます。

ダイで切り抜いたパーツを 
エンベリッシュメントとして用い、 
仕上げます。1 2 3

Framelitsダイ・ 
パーティーハットビルダー  
145619 ¥3,770（税込 ¥4,071）
ダイ10種  
最大サイズ：10.5 x 7.6 cm  
このダイの使用にはBig Shot 
(年間カタログP. 80)が必要です。

パーティーハット・ 
バースディ 
バンドル 10% 

OFF

パーティーハット・バースディ・スタンプセット 
（P. 8）をダイカットして楽しみましょう
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ロッツ・オブ・ハッピー・カードキッ
ト・レフィル 
145605 ¥3,010（税込 ¥3,250）
ロッツ・オブ・ハッピー・カードキットのスタンプ、クリア 
ブロック、インク、ウォーターカラーペンシルとこのレフィルを 
使えば、さらにたくさんのカードがつくれます！ 20枚のカードを 
作るカードベース、エンベロップ、アクセント、エンベリッシュメントが 
含まれています。

makes

20
c

a r d s

KitALL-INCLUSIVE
オールインクルーシブキットは、プロジェクトを 
仕上げるのに必要なアイテムがキットに 
なっています。お好みのアドヒーシブで 
完成させてください。

ロッツ・オブ・ハッピー・カードキット 
146388 ¥5,020（税込 ¥5,421）
楽しいツールがいっぱい入ったカードキット。キットに入ったウォーターカラーペンシルの好きな色でどんなオケージョンに 
も使えるカードをカラーリングして完成させましょう。キットには、ロッツ・オブ・ハッピー・スタンプセットを使って 
20枚（デザイン5種×各4）のカードを作る材料が含まれています。接着ツールは別売です 。 
折りたたみカードサイズ: 5.1 x 8.9 cm、 6.4 x 11.4 cm、10.2 x 8.9 cm、10.8 x 14 cm 
キット内容：ロッツ・オブ・ハッピー・スタンプセット（スタンプ7種）、クリアブロック1個、カードベース20枚（デザイン5種×各4枚）、 
プリントされた封筒20枚、ダイカットアクセント（プリント、ゴールドフォイル、ホワイト、ベルム）、ゴールドフォイルの 
カードストックラベル、アーカイバルStampin’ Spot・ベーシックブラック、フルサイズのウォーターカラーペンシル 

（フラーティー・フラミンゴ、レモンライム・ツイスト、オールドオリーブ、リッチラズルベリー）、 1/4インチ (6.4 mm)・オンブルリボ
ン・レモンライム・ツイスト、Stampin’ Dimensionals
ベージックブラック、フラーティー・フラミンゴ、 レモンライム・ツイスト 、オールドオリーブ、リッチラズルベリー、サハラサンド
*好きなアドヒーシブ（年間カタログ P.74-75)完成させましょう。 
* フラーティー・フラミンゴとレモンライム・ツイストのウォーターカラ ―ペンシルは、このキット限定となり、個別での販売はございません。

原寸大

50％縮小表示
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ウォーターフロント・スタンプセットでいろいろな風景を 
つくりましょう。バラエティ豊かなグリーティングで、どんな 
オケージョンにも活用できます。

累計100万ドルセールス達成デモンストレーター 
Connie Heisey プロデュース製品

Brusho Crystal Colour 
144101 ¥4,310（税込 ¥4,654）
水と合わせるだけでウォーターカラーリングのいろいろな質感や 
デザインを楽しめるパウダー。ウォーターカラーペーパー等に 
パウダーをふりかけ、水を霧吹きすると、素敵な模様が広がります。  
5個/セット、全5色×各１、各15ｇ、アシッドフリー
ブリリアントレッド、ガンボージ（オレンジ）、モスグリーン、プルシアンブルー、イエロー 

ウォーターフロント❖スタンプ16種 
Waterfront ❖146386 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、H
2ステップ 
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Painted with Love
SUITE Beautiful painted images  

with brushed gold accents
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ビニールステッカー・ゴールド・ 
ペインテッド・ラブ 
145586 ¥1,000（税込 ¥1,080）
ハートやボーダーなど、様々な 
デザインが揃ったゴールドの 
ステッカー。  
4枚（デザイン2種×各2枚） 
シートサイズ：6 x 6インチ 
(15.2 x 15.2 cm)

ラブ・ミニティンセルトリム・
コンボパック
145588   
¥1,280（税込 ¥1,382）
キラキラした細いトリムの 
2色セット。 カードやギフト 
パッケージに最適。 3.2 mm 幅  
2ロール、各 全長 4.6m
ゴールド、パウダーピンク

ナロー・ノートカード＆エンベロップ・ 
ウィスパーホワイト*
145583 ¥1,150（税込 ¥1,242）
小さくて幅狭のエンベロップ。チック・ウィスパーホワイトの 
カード：20枚、エンベロップ：20枚 
ノートカード：6.4 x 11.4 cm、エンベロップ：7 x 12.1 cm 
Framelits ダイ・ロッツ・トゥー・ラブボックスでつくる 
ボックスに入るサイズです。 
*郵送可能なエンベロップサイズに関しては、郵便局にお 
問い合わせください。

12×12インチ (30.5 x 30.5 cm)  
カードストックパック・ペインテッド・ウィズ・ラブ
145582 ¥1,920（税込 ¥2,073）
24枚（全3色×8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、メロンマンボ、パウダーピンク

ゴールド・グリッターフレーク
146816 ¥710（税込 ¥766）
小さなヘキサゴンシェイプのゴールド 
フレークで、プロジェクトにゴージャスな 
彩りを。シェイカーカードに最適です。 20 g

ハートハピネス・スタンプセット &  
Framelits ダイ・ロッツ・トゥー・ 
ラブボックス 
147527 ¥6,460（税込 ¥6,976）

Framelits ダイ・ 
ロッツ・トゥー・ラブボックス   
145653 ¥4,740（税込 ¥5,119）
トリート、ギフトカード、ノートなどを 
入れるのに便利な小さいボックスが 
つくれます。ナロー・ノートカード＆ 
エンベロップ・ウィスパーホワイトが 
入るサイズです。ダイ10種  
ボックスの仕上がり 
サイズ：12.4 x 7.6 x 1.6 cm  
このダイの使用にはBig Shot 
(年間カタログP. 80)が必要です。

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・  
ペインテッド・ウィズ・ラブ
145580 ¥1,870（税込 ¥2,019）
ゴールドフォイルのアクセントが入った洗練されたデザインのカラフルな 
ペーパー。片面はゴールドフォイル、もう片面は筆タッチのデザインが 
施されています。 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、ゴールドフォイル、メロンマンボ、パウダーピンク、 
リッチラズルベリー、ウィスパーホワイト 

ハートハピネス❖スタンプ15種 
Heart Happiness ❖145769 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G

 Framelits ダイ・ロッツ・トゥー・ラブボックス (P. 13)、Framelitsダイ・スウィート＆サッシー（年間カタログ P. 82）とコーディネートできます。

ハートハピネス
バンドル 10% 

OFF
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Framelitsダイ・ボトル＆バブル    
145663 ¥4,020（税込 ¥4,341）
ダイ19種、最大サイズ：8.6 x 2.5 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ 
P. 80)が必要です。

バブルオーバー・スタンプセット &  
Framelitsダイ・ボトル＆バブル 
146082  ¥5,810（税込 ¥6,274）

エポキシーシェイプ・グリッター＆ 
クリア(P.15)を使って、プロジェクトに 
さわやかな輝きを加えましょう。

バブルオーバー❖スタンプ17種 
Bubble Over ❖145868 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、H

 3/4インチ (1.9 cm) ・ サークルパンチ（年間カタログ P. 78）   Framelitsダイ・ボトル＆バブル（P. 14）とコーディネートできます。

バブルオーバー
バンドル 10% 

OFF
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エポキシーシェイプ・ 
グリッター＆クリア 
145632 ¥1,000（税込 ¥1,080）
アドヒーシブ付きのティアドロップと 
サークルのエポキシーアクセント雨粒や 
バブルを表現するのに最適。 

グリッターアクセント1枚、クリアアクセント 
1枚 、88個/シート（ティアドロップ：4ｍｍ、 
サークル：3ｍｍ）

サンシャイン & 
 レインボー
バンドル

サンシャイン & レインボー・ 
スタンプセット & Framelitsダイ・ 
レインボービルダー  
145983  ¥6,580（税込 ¥7,106）

サンシャイン & レインボー・ 
スタンプセットを7色重ねて 

虹を完成させたり、いくつか 
重ねて独自のデザインをつくる 

こともできます。

10% 
OFF

Framelitsダイ・ 
レインボービルダー      
145659 ¥4,310（税込 ¥4,654）
ダイ13種 、最大サイズ：7.9 x 4.1 cm 
このダイの使用にはBig Shot 
(年間カタログP. 80)が必要です。

サンシャイン & レインボー❖スタンプ14種 
Sunshine & Rainbows ❖145821 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ：B、C、H、I

 Framelitsダイ・レインボービルダー (P. 15) とコーディネートできます。

© 2017 STAMPIN’ UP! 15



Tutti-Frutti
SUITE

Cute images and vivid 
colours designed for 

simple stamping 

デザイナーシリーズ・ペーパーから 
イメージをハンドカットして、 

プロジェクトを彩れば、 
ちょっと技アリのデザインに。

© 2017 STAMPIN’ UP! 16



裏面接着剤付きセクイン・ 
トッティフルッティ
145609 ¥1,000（税込 ¥1,080）
フラットな裏面接着剤付きセクイン250個 、
全5色×50個、6 mm  
ベリーバースト、イエロー、レモンライム・ツイスト、 
プールパーティー、パンプキンパイ

クラッシック Stampin’ Spots・ 
トッティフルッティ
145644 ¥1,290（税込 ¥1,393）
通常のクラッシック Stampin’ Spotsより小さいサイ
ズ。 全4色×1個 、3.2 x 3.2 cm 、アシッドフリー
ダフォディル・ディライト、レモンライム・ツイスト、 
リアルレッド、ソフトスウェード

ワシテープ・トッティフルッティ
145610  ¥1,150（税込 ¥1,242）
5ロール（全5種×1ロール）、3.2 mm、1 cm、1.3 cm幅、 
各デザイン：全長4.6m 、リグニンフリー
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、リアルレッド、リッチラズルベリー

3/8インチ(1 cm)・ミニストライプ 
リボン・レモンライム・ツイスト
145611 ¥1,150（税込 ¥1,242）
レモンライム・ツイストとホワイトの 
ストライプ。全長 9,1 m

6 x 6インチ(15.2 x 15.2 cm) ・ 
デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
トッティフルッティ 
145606 ¥1,430（税込 ¥1,544）
48枚（両面デザインシート12種×各4枚）、 
 6×6インチ (15.2 x 15.2 cm) 、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、バミューダ・ベイ、ベリーバースト、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、ナイトオブネイビー、 
ピーク・ア・ブー・ピーチ、プールパーティー、リアルレッド、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

カードストックパック・トッティフルッティ
145608 ¥1,150（税込 ¥1,242）
24枚（全4色×6枚）、A4 
アシッドフリー、リグニンフリー
ダフォディル・ディライト、レモンライム・ツイスト、 
リアルレッド、チック・ウィスパーホワイト

パンチパック・ 
イッティビッティフルーツ 
145657 ¥3,310（税込 ¥3,574）
フルーツバスケット・スタンプセットの 
スタンプイメージがカットできます。  
パンチ 4種 
イメージ最大サイズ：1.6 x 1 cm

フルーツバスケット❖スタンプ25種 
Fruit Basket ❖145833 ¥2,290（税込 ¥2,473）❖ 推奨ブロックサイズ：A、B、D
2ステップ ❖ パンチパック・イッティビッティフルーツ(P. 17)とコーディネートできます。

フルーツバスケット・スタンプセット &  
パンチパック・イッティビッティフルーツ  
145977  ¥5,040（税込 ¥5,443）

フルーツバスケット
バンドル 10% 

OFF
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Stampin’BLENDS

Stampin’ Up!のプレミアマーカー・Stampin’ Blends 
（ブレンズ）が新発売となりました。Stampin’ Up! 
オリジナルカラー12色の、ライトとダークシェードが 
揃った高品質のデュアルチップマーカーです。 
12色の他にもアイボリー、ブロンズ、カラー 
リフターも取り揃えました。簡単にブレンドできて、 
アーティスティックに仕上がるこのStampin’ Blendsで、 
本格的なカラーリングを楽しみましょう。

Stampin’ Blendsを使って、アーティストになった 
気分でブレンディングを楽しみましょう！A4・チック・ 
カードストック・ウィスパーホワイト（年間カタログ  
P.66） に Mementoパッド・タキシードブラック 

（年間カタログ P. 72）でスタンプしてご使用ください。
ブラシチップは大きいイメージに、ファインチップは 
細かいイメージにご使用ください。ライトと 
ダークシェイドのどちらからカラーリングし始めても、 
同様に仕上がります。

バードバンター❖スタンプ19種 
Bird Banter ❖145852 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、G、H
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ライト 144580 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144579 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144600 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144042 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144044 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144045 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144576 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144575 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144598 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144582 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144581 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144601 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144586 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144585 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144603 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144036 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144039 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144040 ¥1,280（税込 ¥1,382）

ライト 144574 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144573 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144597 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144593 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144592 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144604 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144595 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144594 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144605 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144578 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144577 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144599 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 144584 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 144583 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 144602 ¥1,280（税込 ¥1,382）
ライト 145054 ¥640（税込 ¥691）
ダーク 145055 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック 145058 ¥1,280（税込 ¥1,382）

Bermuda Bay
バミューダ・ベイ

Calypso Coral
カリプソコーラル

Cherry Cobbler
チェリーコブラー

Crumb Cake
クランブルケーキ

Daffodil Delight
ダフォディル・ディライト

Night of Navy
ナイトオブネイビー

Old Olive
オールドオリーブ

Pink Pirouette
ピンク・ピルエット

Pool Party
プールパーティー

Pumpkin Pie
パンプキンパイ

Rich RaZZleberry
リッチラズルベリー

Smoky Slate
スモーキースレート

ライトとダークシェードが揃った、人気の 
Stampin’ Up! オリジナルカラー12色。単色と 

コンボパック(ライトとダークの2本セット)が選べます 。

インクを長持ちさせる為に、 
マーカーは水平に保管してください。 

イン・ザ・ツリー❖スタンプ18種 
In the Trees ❖145850 ¥2,290（税込 ¥2,473）❖推奨ブロックサイズ：A、E、G、H

アイボリー 144606 ¥640（税込 ¥691）
ブロンズ 144607 ¥640（税込 ¥691）

カラーリフター 144608 ¥640（税込 ¥691）
Mementoパッド・タキシードブラック 132708 ¥860（税込 ¥928）

Stampin’ Blends マーカーコレクション （全27色） 147475 ¥17,280（税込 ¥18,662）
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Framelitsダイ・エプロンビルダー     
145661 ¥4,170（税込 ¥4,503）
ダイ17種、最大サイズ：7.3 x 5 cm 
このダイの使用にはBig Shot(年間カタログ 
P. 80)が必要です。

エプロン・オブ・ラブ
バンドル

エプロン・オブ・ラブ・スタンプセット & 
Framelitsダイ・エプロンビルダー 
145986 ¥6,460（税込 ¥6,976）

SAVE
10%

エプロン・オブ・ラブ ❖スタンプ24種 
Apron of Love ❖145835 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖推奨ブロックサイズ：A、B、E、G

 Framelitsダイ・エプロンビルダー(P. 20)とコーディネートできます。

10% 
OFF
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1

2

3

まるで写真のようなラビットが3ステップでつくれます。
まず一番濃い色でスタンプし、2回目、3回目とだんだん

薄い色でスタンプしていけば完成です。

スウィート・リトル・サムシング ❖スタンプ10種 
Sweet Little Something ❖145848 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖推奨ブロックサイズ：A、E、G
2ステップ

濃い色で輪郭イメージをスタンプ。

やや薄めの色で、シャドウ 
部分をスタンプ。

さらに薄い色で全面をスタンプして完成！
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ベルムペーパーの上にスタンプする 
場合は、汚れないようにヒートツール 

（年間カタログP. 73）でインクを乾か 
しましょう。

スカロップ・サークルパンチ     
1-1/8インチ（2.9ｃｍ） 
146138  
¥2,300（税込 ¥2,484）

1-3/8インチ（3.5ｃｍ） 
146139  
¥2,300（税込 ¥2,484）

ラブリーウィッシュ❖スタンプ19種 
Lovely Wishes ❖145924 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、Ｅ、G
2ステップ
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一番濃い色でスタンプします。 一番薄い色で、アウトライン 
イメージをスタンプします。 

最後に薄めの色でスタンプすれば、 
他の色とうまく混ざり合い、独特の 
色合いが楽しめます。 

アメージング・コングラチュレーション・スタンプ 
セットで、マルチトーンの筆タッチに挑戦して 
みましょう。

1 2 3

アメージング・コングラチュレーション ❖スタンプ14種 
Amazing Congratulations ❖145938 ¥3,010（税込 ¥3,250）❖推奨ブロックサイズ：A、G、I
2ステップ
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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。 

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。

※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。

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。

loveSHARE
what you

24



(*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

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

あなたが集めたトライアルクラスのグループのご注文の合計が所定の 
金額に達すると、Stampin’リワードプログラムに基づき、会社からささや 

かなお礼をさせていただきます。また、P. 26のコーディネーター限定スタンプ 
セットを、リワード時に割引価格で購入いただけます。コーディネーターに 

興味がある方は、担当の デモンストレーターがフォローいたしますので、 
お気軽にご相談ください。

Create.Share.Earn.

STAMPINUP.COM coordinator

classa 
COORDINATE

コーディネーターになりませんか？

© 2017 STAMPIN’ UP! 25



Coordinators
JUST FOR Stampin‘ リワード時に 

割引価格で購入いただける 
コーディネーター限定製品

Coordinator イェイ・ユー❖スタンプ19種 
Yay You ❖145946 ¥1,430（税込 ¥1,544）❖推奨ブロックサイズ：A、B、C、H
2ステップ  ※このスタンプセットは、リワード時に割引価格で購入いただけるコーディネーター限定製品です。（通常税抜価格￥2,440相当） 
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Say HelloDON'T SAY  
GOODBYE

Autumn/Winterカタログの一部製品は、 
継続してご購入いただけます。全ての製品 
ラインナップは、stampinup.co.jp/carryoverで 
ご確認ください。

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 
stampinup.co.jp/termsofuseをご覧下さい。

商標について
Big Shot、Framelits、Textured Impressions、ThinlitsはElli-
son、Incの登録商標です。Glue Dots はGlue Dots Internation-
alの登録商標です。Aqua Painter、In Color、 Inspire. Create. 
Share.、Stampin’ Dimensionals、Stampin’ Ink、 Stampin’ 
Pad、 Stampin’ Spot、 Stampin’ Up!、Stampin’ Up! ロゴは
Stampin’ Up!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12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2018年1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 

Printed in Japan

エブリディ・ラベルパンチ    
144668 ¥2,590（税込 ¥2,797）

ミニ・ピザボックス   
144645 ¥860（税込 ¥928）

ペインテッド・ハーベスト・スタンプセット   
144783 ¥3,010（税込 ¥3,250）

リーフ・パンチ   
144667 ¥2,300（税込 ¥2,484）
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参考価格/1部 ¥205（税込）

Information:

Catalog有効期限 
2018年1月9日～5月31日

STAMPIN’ UP JAPAN 合同会社
0120-912-762

（平日 9:15～17:00）

WWW.STAMPINUP.CO.JP

Japan


