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MESSAGE
Shelli’s

皆さまへ

私にとって、クリエイティブに暮らすことはとても重要です。 
自分で手づくりしたものが好きなので、この30年間、市販の 
カードやタグを購入していません。こういったことが、自分の 
好きな暮らし方の一例です。特にクリスマスシーズンは、 
スタンプやインク、ペーパーを使って素敵な物をつくるのに 
大忙しです。そしてつくった物をシェアする時、誰かに自分の 
真心をあげるような、そんな気持ちになります。クリスマス 
シーズンの間だけでも、そんなクリエイティブな暮らしを 
是非楽しんでみてください！ゆっくりできる時間を取り、 
カードやギフトラッピング等、あなたが手づくりした物を 

通して、あなた自身の真心を周りの人にシェアしましょう。早速ご家族やご友人と一緒に、クリスマス準備を 
始めてみてはいかがですか？（私の孫はペーパークラフトのお手伝いをしてくれるのですが、私はその時間が 
愛おしくてたまりません！）

皆さまがこのカタログからインスピレーションを得て、愛する人 と々かけがえのない想い出をつくれることを 
心から願っています。

幸せで「クラフティー」なクリスマスをお過ごしください！

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。

stamps
Stampin’ Up!のオリジナルスタンプは、フォトポリマースタンプ 
またはレッドラバー素材のクリングスタンプの2種類があります。 
フォトポリマースタンプは、透明なので位置合わせが簡単に 
できて便利です。

クリングスタンプは、レッドラバースタンプを 
クリアブロックに貼り付けて使える画期的
な新感覚のスタンプで、ラバー特有の 
繊細でクッキリとしたデザイン、また写実的
で深みのあるテクスチャーを表現する 
ことができます。

クリングスタンプには上記のアイコンが表示されています。

クリング、フォトポリマースタンプとも繰り返し使用できるクリア 
ブロック（別売）に貼って使用してください。クリアブロックは 
年間カタログのP.126に掲載されています。

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。

このカタログに掲載されていない他の製品や詳細は、 
stampinup.com/store_jp でご覧いただけます。

このカタログに掲載されているページ番号は、この冊子内の 
ページで表しています。年間と書いてあるものは年間カタログの
ページ番号で、2018–2019 版に対応しています。

Quick & easy 
このアイコンがあるサンプルは、簡単に
手早くつくることができます。& EASY

QUICK

パンチボックス・ 
クリスマス・トラディッション 
148030 ¥6,470（税込 ¥6,987） 
クリスマスらしいティンボックスには、 
クラフトに必要なツールが揃っているので、 
お気に入りのペーパーや接着ツールが 
あれば、すぐにウィンターシーズンに向けた 
プロジェクトづくりを始められます。
セット内容：クリスマス・トラディッション・ 
スタンプセット（スタンプ 6種）、クリアブロック

（7.3 x 6.8 cm）、クラッシックStampin’ Spots 
（コールミー・クローバー、リアルレッド）、 
クリスマス・トラディッション・パンチ 
ボックスサイズ：20.3 x 20.3 x 7.6 cm
コールミー・クローバー、リアルレッド、シルバー

• スタンプとパンチは60％縮小表示 •• 原寸大 •

suites 
製品ラインアップがコーディネートされた 

シリーズを、Suite（スイート）という 
カテゴリーで紹介しています。 

All Is Bright ❖ P. 4–7

Festive Farmhouse ❖ P. 10–11

Santa's Workshop ❖ P. 14–17

Joyous Noel ❖ P. 18–19

Frosted Floral ❖ P. 22–23

Country Lane ❖ P. 26–27

Toil & Trouble ❖ P. 30–31

you can make it 
このマークがあるコーナーでは、新しいクラフターが 

参照しやすいよう、掲載されているサンプルを 
つくるのに必要な製品を紹介しています。

LET CREATIVITY BE YOUR

CLING
STAMP
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pinterest.com/
stampinupjapan

facebook.com/
stampinupjapan

youtube.com/
stampinupjapan
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ALL IS BRIGHT
SUITE

These beautiful photographic images can be both elegant and playful
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TEXTURED IMPRESSIONS・ 
エンボスフォルダー・スワル＆カール
147923 ¥1,070（税込 ¥1,155）
11.4 x 15.7 cm  
このダイの使用にはBig Shot（年間P. 132）が必要です。

MERRY CHRISTMAS TO ALL ❖ 147702 ¥3,880（税込 ¥4,190） ❖ 推奨ブロックサイズ： E、G、H 
スタンプ 28種  

 Thinlitsダイ・メリークリスマス（P. 5）とコーディネートできます。

メリークリスマス・トゥー・オール

THINLITSダイ・メリークリスマス
147912 ¥4,020（税込 ¥4,341）
ダイ6種、イメージ最大サイズ：11.4 x 3 cm 
このダイの使用にはBig Shot（年間P. 132）が必要です。

バンドル

Merry Christmas to All

メリークリスマス・トゥー・オール・ 
スタンプセット  

+ THINLITSダイ・メリークリスマス

 149952 ¥7,110（税込 ¥7,678）

メリークリスマス・トゥー・オール
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 デザイナーシリーズ・ペーパー・オールイズ・ブライト 
147892 ¥1,580（税込 ¥1,706） 
クリスマスイメージの写真とシーズンモチーフのデザイン。12枚：両面デザインシート6種 x 各2枚  
12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
コールミー・クローバー、チェリーコブラー、クランブルケーキ、ガーデングリーン、ゴールド、リアルレッド、シェイデッド・スプルース、ウィスパーホワイト

クリスマスバルブ・ビルダーパンチ（P. 6）とコーディネートできます。

ペーパークリップ・オールイズ・
ブライト 
147893 ¥1,000（税込 ¥1,080） 
カードやパッケージのアクセントに 
ピッタリな、ゴールドのペーパークリップ。
20個：全2種 x 各10個 
スター：1.9 cm 
ツリー：1.9 x 1.6 cm

3/8インチ(1 CM)・ミックスド 
サテンリボン・リアルレッド 
147894 ¥860（税込 ¥928） 
半分はグログランのようなエンボスを 
あしらい、もう半分はなめらかになる 
ように、通常のグログランリボンを 
アレンジしました。
全長 9.1 m

カードストックパック・ 
オールイズ・ブライト 
147762 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
24枚：全3色 x 各8枚、A4 
アシッドフリー、リグニンフリー
コールミー・クローバー、リアルレッド、 
シェイデッド・スプルース

クリスマスバルブ・ 
ビルダーパンチ
148013 ¥2,590（税込 ¥2,797）
イメージサイズ：1.4 x 2.7 cm

Making 
Christmas Bright

バンドル

メイキング・クリスマス・ 
ブライト・スタンプセット  

+ クリスマスバルブ・ 
ビルダーパンチ

 149947 ¥5,040（税込 ¥5,443）

メイキング・クリスマス・ブライト

このサンプルにはレディー・フォー・クリスマス・スタンプセット（年間P. 58）も使用されています。
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YOU CAN 

Make it
メイキング・クリスマス・ 

ブライト・カード

メイキング・クリスマス・ブライト・スタンプセット ❖ P. 7 
 148046 ¥3,010（税込 ¥3,250）  

クリアブロック・D ❖ 年間 P. 126
118485 ¥1,220（税込 ¥1,317） 

カードストックパック・オールイズ・ブライト ❖ P. 6
147762 ¥1,220（税込 ¥1,317） 

A4チック・カードストック・ 
ウィスパーホワイト ❖ 年間 P. 116 

140490 ¥1,110（税込 ¥1,198） 

クラッシックSTAMPIN' PAD ❖ 年間 P. 105、109 
 コールミー・クローバー ❖ 147139 ¥1,070（税込 ¥1,155）

 クラッシュド・カリー ❖ 147087 ¥1,070（税込 ¥1,155）
 リアルレッド ❖ 147084 ¥1,070（税込 ¥1,155）

STAMPIN' DIMENSIONALS ❖ 年間 P. 113
104430 ¥570（税込 ¥615）

MAKING CHRISTMAS BRIGHT ❖ 148046 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、D、H 
スタンプ 17種  

 クリスマスバルブ・ビルダーパンチ（P.  6）とコーディネートできます。

メイキング・クリスマス・ブライト
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BIG SHOTダイカットマシン 
143263 ¥14,289（税込 ¥15,432） 
Big Shotマシンにダイとフォルダーを 
通せば、簡単にスタンプイメージを 
カットしたり、エンボス加工することが
できます。
セットになっているスタンダード・ 
カッティングパッド、Big Shotプラット
フォームと合わせてご使用ください。

Big Shotを一度使うと、 
いろいろなプロジェクトを 
つくってみたくなりますよ！ 

年間カタログ掲載の
Big Shot製品も  

チェックしてみましょう。 
（年間 P. 132-139）

CUTTING & EMBOSSING 
WITH ONE MACHINE

BE A  

BIG 
SHOT

THINLITSダイ・ 
ディテールド・ボーブル
147924 ¥4,460（税込 ¥4,816）
ダイ5種
イメージ最大サイズ：9.5 x 9.5 cm
このダイの使用にはBig Shot 

（年間 P. 132）が必要です。

Beautiful Baubles
バンドル

ビューティフルボーブル・ 
スタンプセット  

+ THINLITSダイ・ 
ディテールド・ボーブル

 149920 ¥6,210（税込 ¥6,706）

ビューティフルボーブル

BEAUTIFUL BAUBLES ❖ 147765 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、D、E 
スタンプ 8種

 Thinlitsダイ・ディテールド・ボーブル（P. 8）とコーディネートできます。

ビューティフルボーブル
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カード＆エンベロップ・ 
フォイルエッジ* 
各 ¥1,360（税込 ¥1,468）
ゴールドまたはシルバーフォイルで 
トリムされたカードとエンベロップ。 
ホワイトカード20枚、ホワイト 
エンベロップ20枚。
カードサイズ：14 x 10.8 cm 
封筒サイズ：14.6 x 11.4 cm 

 ゴールド ❖ 147901 
 シルバー ❖ 147900

*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。

ゴールドまたは 
シルバーのカード＆ 

エンベロップ・フォイル 
エッジ（P. 9）を使って、 
高級感溢れるカードを 

つくりましょう。

ALPINE ADVENTURE ❖ 147742 ¥2,290（税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、G、H、I 
スタンプ 17種 ❖ 2ステップ  

 Thinlitsダイ・アルペンスポーツ（P. 9）とコーディネートできます。

アルペン・アドベンチャー

THINLITSダイ・アルペンスポーツ
147916 ¥4,310（税込 ¥4,654）
ダイ12種、イメージ最大サイズ：12.1 x 1 cm
このダイの使用にはBig Shot（年間P. 132）が 
必要です。

バンドル

Alpine Adventure

アルペン・アドベンチャー・スタンプセット  
+ THINLITSダイ・アルペンスポーツ

 149919 ¥5,940（税込 ¥6,415）

アルペン・アドベンチャー
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FESTIVE FARMHOUSE
SUITE

Farmhouse imagery and distressed accents make your projects cozy and homey
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FARMHOUSE CHRISTMAS ❖ 148478 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、D、E 
スタンプ 11種  

 Framelitsダイ・ファームハウス（P. 11）とコーディネートできます。

ファームハウス・クリスマス

FRAMELITSダイ・ 
ファームハウス
147922 ¥4,600（税込 ¥4,968）
ダイ11種 
イメージ最大サイズ：11.1 x 2.9 cm 
このダイの使用にはBig Shot（年間P. 
132）が必要です。

Farmhouse 
Christmas

バンドル

ファームハウス・クリスマス・ 
スタンプセット  

+ FRAMELITSダイ・ 
ファームハウス

 149941 ¥6,330（税込 ¥6,836）

ファームハウス・クリスマス

 デザイナーシリーズ・ペーパー・フェスティブ・ファームハウス  
147820 ¥1,580（税込 ¥1,706） 
クリスマスやウィンターシーズンに最適な、温もりのあるチェック柄やデザインが揃ったペーパー。 
12枚：両面デザインシート全6種 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、チェリーコブラー、グレー・グラナイト、モッシー・メドー、ベリーバニラ、ウィスパーホワイト

カードストックパック・ 
フェスティブ・ファームハウス 
147759 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
24枚：全3色 x 各8枚、A4 
アシッドフリー、リグニンフリー
チェリーコブラー、モッシー・メドー、 
チック・ベリーバニラ

ガルヴァナイズド・ボタン 
147891 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
メタリックボタン24個、1.3 cm

フェスティブ・ 
ファームハウス・エレメント 
147890 ¥570（税込 ¥615） 
クリスマスにピッタリなエレメントで、 
カードやギフトを飾りましょう。 
ライトグレーのウッドエレメントは、 
軽くやすりがけをすると、ヴィンテージ 
風に仕上げられます。 
32個、最大サイズ：6.4 x 1.9 cm

コットントワイン・ 
フェスティブ・ファームハウス 
147888 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
パッケージにタグを結ぶ際や、 
カードのアクセントに便利な3色の 
トワインパック。
3スプール、各9.1 m、1.6 mm幅
チェリーコブラー、モッシー・メドー、 
ベリーバニラ

カードティン・ 
ディストレスド・レッド 
148027 ¥1,360（税込 ¥1,468） 
ヴィンテージの紅茶缶をイメージ 
したティンボックス。ハンドメイドの 
カード、包装された品物、スモール 
サイズのギフトなどを入れるのに 
最適なサイズ。10.8 x 14 cmの 
スタンダードサイズカードも入ります。 
ベリーバニラのストライプが入った、 
チェリーコブラーのティンボックス 
１個。17.2 x 10.2 x 13.7 cm

ダイナミックTEXTURED 
IMPRESSIONS・
エンボスフォルダー・
コリュゲーティッド 
148026 ¥1,430（税込 ¥1,544） 
15.2 x 15.2 cm 
このエンボスフォルダーの使用には 
Big Shot（年間 P. 132）が必要です。

5/8インチ(1.6 CM)・ 
ストライプ・バーラップリボン 
147889 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
中央にチェリーコブラーとホワイトの 
ストライプがあしらわれた、シンプルな 
バーラップリボン。全長 9.1 m
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STAMPIN' BLENDS マーカー  
高品質なアルコールマーカー。
各マーカーにはブラシチップと細いチップの２種類の 
チップが備わっています。コンボパックには2種 

（ダーク、ライト）のマーカーが含まれています。  
単色のマーカーはP. 35を参照ください。他のカラー 
ラインアップは年間カタログP. 125を参照ください。

  リアルレッド・コンボパック 
147935 ¥1,280（税込 ¥1,382）  

  シェイデッド・スプルース・コンボパック 
147938 ¥1,280（税込 ¥1,382） 

& EASY
QUICK

私にとって、クリスマスにはテーブル 
デコレーション、お祝い用のバナー、そして 

美しいアドベントカレンダーが欠かせません。
また、友人や親戚にクリスマスカードを 

書くことが大好きなので、できるだけ時間を
取るようにしています！

—ANNE
  Demonstrator since 2012

BRING ON THE PRESENTS ❖ 147767 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： B、D、H 
スタンプ 12種

 Thinlitsダイ・オール・ザ・プレゼント（P. 12）とコーディネートできます。

ブリング・オン・ザ・プレゼント

THINLITSダイ・ 
オール・ザ・プレゼント
147917 ¥4,170（税込 ¥4,503）
ダイ9種 
イメージ最大サイズ：6.2 x 4.8 cm 
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

Bring on the 
Presents

バンドル

ブリング・オン・ザ・プレゼント・
スタンプセット  

+ THINLITSダイ・ 
オール・ザ・プレゼント

 149926 ¥5,940（税込 ¥6,415）

ブリング・オン・ザ・プレゼント
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Stamparatus 
（年間 P. 127）を使えば、

クリスマスツリーと 
オーナメントの位置 
合わせも簡単です。

CROSS-STITCHED CHRISTMAS ❖ 147769 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、E、G、H 
スタンプ 14種 ❖ 2ステップ

クロスステッチ・クリスマス
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SANTA'S WORKSHOP
SUITE

Craft the perfect Christmas—just like Santa
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ベーカーズトワイン・ 
ガーデングリーン 
147814 ¥570（税込 ¥615） 
ガーデングリーンとウィスパーホワイトが 
ツイスト状になったトワイン。ギフトタグや 
パッケージの仕上げに使えます。 
1.6 mm幅、全長 22.9 m

 スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・サンタズ・ワークショップ 
147809 ¥2,010（税込 ¥2,170） 
かわいい手書きのデザイン。4枚は片面が白くフロック加工されています。 
12枚：両面デザインシート6種 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、コースタル・カバナ、クラッシュド・カリー、アーリーエスプレッソ、ガーデングリーン、 
ポッピーパレード 、スモーキースレート、ウィスパーホワイト

Framelitsダイ・サンタズ・サインポスト（P. 15）とコーディネートできます。

12 X 12インチ(30.5 X 30.5 CM) 
カードストックパック・サンタズ・ 
ワークショップ 
147755 ¥1,720（税込 ¥1,857） 
24枚：全2色 x 各12枚 
アシッドフリー、リグニンフリー
ガーデングリーン、ポッピーパレード

1/2インチ(1.3 CM)・ 
テクスチャード・ウィーブリボン・ 
ポッピーパレード 
147813 ¥1,070（税込 ¥1,155） 
ホワイトステッチのエッジと、軽いテクスチャーが 
施されたリボン。
全長 9.1 m

ベーシックジュエル・ 
ラインストーン・レッド 
146924 ¥1,000（税込 ¥1,080） 
裏面接着剤つきジュエル。 
220個、3 mm 
年間カタログP. 118掲載製品

サンタズ・バッグ 
147812 ¥1,430（税込 ¥1,544） 
スモールギフトやスイーツを入れるのに最適な 
コットンバッグ。お気に入りのスタンプや 
インクを使って、バッグをアレンジしましょう。 
バッグの口にはレッドステッチが入っています。 
8枚、10.2 x 12.7 cm

エナメルシェイプ・ 
サンタズ・ワークショップ 
147811 ¥1,000（税込 ¥1,080） 
裏面に接着剤つきのエナメルシェイプ。 
クリスマスをはじめ、どんなオケージョンの 
プロジェクトづくりにも便利です。 
120個、最大サイズ：1.9 cm
ガーデングリーン、ポッピーパレード、ホワイト

SIGNS OF SANTA ❖ 147690 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、D 
スタンプ 18種  

 Framelitsダイ・サンタズ・サインポスト（P. 15）とコーディネートできます。

サインズ・オブ・サンタ

FRAMELITSダイ・ 
サンタズ・サインポスト
147911 ¥4,600（税込 ¥4,968）
ダイ14種 
イメージ最大サイズ：6.4 x 4.4 cm 
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

Signs of Santa
バンドル

サインズ・オブ・サンタ・ 
スタンプセット  

+ FRAMELITSダイ・ 
サンタズ・サインポスト

149967 ¥6,840（税込 ¥7,387）

サインズ・オブ・サンタ
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Stampin’ インクレフィルをStampin'スプリッツアーや 
スポンジドーバー（年間P. 123）で使えば、 

サンタズ・バッグ（P. 15）をカスタマイズできます。 
ワシテープでマスキングし、  

ストライプ柄をつくってみましょう。

Candy Cane 
Season

バンドル

キャンディー・ケーン・シーズン・ 
スタンプセット  

+ キャンディー・ケーン・ 
ビルダーパンチ

 149927 ¥4,520（税込 ¥4,881）

キャンディー・ケーン・シーズン

キャンディー・ケーン・ 
ビルダーパンチ 
148011 ¥2,590（税込 ¥2,797）
イメージサイズ：3.2 x 5.7 cm 

CANDY CANE SEASON ❖ 147692 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、D  
スタンプ 14種 ❖ 2ステップ  

 キャンディー・ケーン・ビルダーパンチ（P. 16）とコーディネートできます。

キャンディー・ケーン・シーズン
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MEMORIES & MORE・カードパック・サンタズ・ワークショップ 
147905 ¥1,430（税込 ¥1,544） 
全50枚（両面デザインカード25種 x 各2枚）カードサイズ：3 x 4インチ（7.6 x 10.2 cm）、 
4 x 6インチ（10.2 x 15.2 cm）。4 x 6インチ（10.2 x 15.2 cm）のカードには、片面に 
スペシャル・グリッターが施されたカードが6枚含まれます。ステッカーシート：全4枚 

（デザイン4種 x 各1枚）、アシッドフリー、リグニンフリー
stampinup.com/store_ jpで製品コードを入れると、すべてのデザインがご覧いただけます。
ベーシックブラック、コースタル・カバナ、クラッシュド・カリー、アーリーエスプレッソ、ガーデングリーン、 
ポッピーパレード

Stampin’ Up!のSuite製品はカラーコーディネートされており、
ペーパー、リボン、エンベリッシュメント等が 

コーディネートされているので、組合せに悩む時間を 
取られずに、プロジェクトを素敵に仕上げることができます。

—CATHERINE
  Demonstrator since 2010

YOU CAN 

Make it
サンタズ・ワークショップ・カード

MEMORIES & MORE・カードパック・ 
サンタズ・ワークショップ ❖ P. 17 

147905 ¥1,430（税込 ¥1,544）  

MEMORIES & MORE・カード＆ 
エンベロップ・サンタズ・ワークショップ ❖ P. 17

147815 ¥1,220（税込 ¥1,317）

サンタズ・バッグ❖ P. 15
147812 ¥1,430（税込 ¥1,544） 

エナメルシェイプ・サンタズ・ワークショップ ❖ P. 15 
147811 ¥1,000（税込 ¥1,080）

ベーカーズトワイン・ガーデングリーン ❖ P. 15 
147814 ¥570（税込 ¥615）

STAMPIN' DIMENSIONALS ❖ 年間 P. 113
104430 ¥570（税込 ¥615）

MEMORIES & MORE・ 
カード＆エンベロップ・ 
サンタズ・ワークショップ* 
147815 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
Memories & More・カードパック・ 
サンタズ・ワークショップのカードを 
カードベースに接着するだけで、簡単に 
クリスマスカードがつくれます。 
3 x 4インチ（7.6 x 10.2 cm）のカードに 
はスモール・ノートカードを、4 x 6インチ

（10.2 x 15.2 cm）のカードにはラージ・ 
ノートカードを使いましょう。
カードベース：全20枚 

（サイズ2種 x 各10枚）
エンベロップ：全20枚 

（サイズ2種 x 各10枚）
ポッピーパレード

*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。
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JOYOUS NOEL
SUITE

Deck your halls with elegant touches of copper
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スノーフレーク  &  
スター・ワイヤー・エレメント 
147819 ¥1,070（税込 ¥1,155） 
カードやギフトのアクセントとして使える、 
中が空いたワイヤーのエンベリッシュメント。 
12個：全2種 x 各6個、4.4 cm

6 X 6インチ(15.2 X 15.2 CM) 
グリマーペーパー・ジョイアスノエル 
147817 ¥2,150（税込 ¥2,322） 
薄いグリッターシート。各種Big Shotダイ 
（年間P. 133-137）でカットすれば、 
キラキラしたアクセントをつくれます。
24枚：全3色 x 各8枚、アシッドフリー、 
リグニンフリー
コッパー、メリーメルロー、トランキル・タイド

5/8インチ(1.6 CM)・ 
リバーシブルリボン・ 
メリーメルロー＆コッパー 
147818 ¥1,070（税込 ¥1,155） 
エレガントなリバーシブルリボン。片面には 
メリーメルローにコッパーの光沢が施され、 
もう片面にはコッパーにメリーメルローの 
光沢が施されています。
全長 9.1 m 

 スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・ジョイアスノエル 
147816 ¥2,010（税込 ¥2,170） 
片面にコッパーフォイルのアクセントがあしらわれ、クリスマスシーズンに最適な洗練されたデザイン。 
12枚：両面デザインシート6種 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
コッパーフォイル、グレー・グラナイト、メリーメルロー、サハラサンド、ソフトスウェード、トランキル・タイド、ウィスパーホワイト

PEACEFUL NOEL ❖ 147694 ¥2,440（税込 ¥2,635）❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C 
スタンプ 18種 ❖ 2ステップ  

スプリグ・パンチ（P. 19）とコーディネートできます。

ピースフル・ノエル

スプリグ・パンチ
148012 ¥2,590（税込 ¥2,797）
パンチしたピースを単体でアクセント 
として使用したり、数枚を組み合わせて 
リースをつくることもできます。 
イメージサイズ：3.8 x 3.2 cm 

Peaceful Noel
バンドル

ピースフル・ノエル・ 
スタンプセット  

+ スプリグ・パンチ

 149958 ¥4,520（税込 ¥4,881）

ピースフル・ノエル
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スペシャル・ワシテープ・ 
スイートシーズン 
148079  
¥1,220（税込 ¥1,317） 
5ロール：5デザイン x 各1個 
6.4 mm幅：2個、1 cm幅：2個、 
1.3 cm幅：1個 
各デザイン全長：4.6 m 
リグニンフリー 
チェリーコブラー、コッパーフォイル、 
ガーデングリーン、ゴールドフォイル、 
リアルレッド、シルバーフォイル

イメージを全部スタンプした後、Thinlitsダイ・
クリスマス・タグ（P. 20）で一度にカットできる
ので、小さいタグも手早く簡単につくれます！

1つのスタンプに16個の 
イメージが入っており、 
それぞれをThinlitsで
別々にダイカットする 
こともできます。

TAGS & TIDINGS ❖ 147779 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： F 
スタンプ 1種 

 Thinlitsダイ・クリスマス・タグ（P. 20）とコーディネートできます。

タグ＆タイディング

THINLITSダイ・クリスマス・タグ
147926 ¥4,020（税込 ¥4,341）
1つのスタンプに16個のイメージが入っているタグ＆ 
タイディング・スタンプを一度にカットすることができます。 
ダイ1種、イメージ最大サイズ：14 x 9.5 cm、この 
ダイの使用にはBig Shot（年間P. 132）が必要です。

バンドル

Tags & Tidings

タグ＆タイディング・スタンプ  
+ THINLITSダイ・クリスマス・タグ

 149986 ¥5,810（税込 ¥6,274）

タグ＆タイディング
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FRAMELITSダイ・ 
スウィートリー・ステッチド
147918 ¥3,740（税込 ¥4,039）
ダイ10種 
イメージ最大サイズ：15.1 x 1.3 cm 
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

Nothing Sweeter
バンドル

ナッシング・スウィーター・ 
スタンプセット  

+ FRAMELITSダイ・ 
スウィートリー・ステッチド

 149955 ¥6,070（税込 ¥6,555）

ナッシング・スウィーター

NOTHING SWEETER ❖ 147773 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C 
スタンプ 17種 ❖ 2ステップ  

 Framelitsダイ・スウィートリー・ステッチド（P. 21）とコーディネートできます。

ナッシング・スウィーター
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FROSTED FLORAL
SUITE

These soft and dreamy florals have a frosted look you can use all year long

© 2018 STAMPIN’ UP! 22



カードストックパック・ 
フロステッド・フローラル 
147754 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
24枚：全3色 x 各8枚、A4 
アシッドフリー、リグニンフリー
ブラックベリー・ブリス、グレー・グラナイト、 
トランキル・タイド

 スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・フロステッド・フローラル 
147800 ¥2,010（税込 ¥2,170） 
シマリーホワイトペーパーにプリントされた、クラシックで上品なテクスチャーのデザイン。 
12枚：両面デザインシート6種 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー
ブラックベリー・ブリス、ブラッシングブライド、グレー・グラナイト、メリーメルロー、ミントマカロン、 
モッシー・メドー、ナイトオブネイビー、ペアーピザッズ、パイナップルパンチ、パウダーピンク、 
ソフト・シー・フォーム、ソフトスウェード、トランキル・タイド

1/4インチ(6.4 MM)・ベルベット 
リボン・トランキル・タイド 
147802 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
カードやリボンでの仕上げにピッタリな、 
ソフトで華やかなベルベット素材。 
全長 9.1 m

ボックスウッド・リース・ 
エンベリッシュメント・ 
イリディセント 
147803 ¥860（税込 ¥928） 
光沢のあるイリディセントホワイトの 
ミニリース。ボックスウッド・リース・ 
エンベリッシュメント（年間P. 119）と 
同タイプです。
12個、2.5 cm

エポキシードロップレット・ 
フロステッド＆クリア 
147801 ¥1,290（税込 ¥1,393） 
裏面に接着剤付きのきらきらとした 
エポキシーエンベリッシュメント。 
クリアとフロステッドの2タイプ。 
96個：2サイズ（4 mm、6 mm）x 各48個

FIRST FROST ❖ 148913 ¥3,310（税込 ¥3,574） ❖ 推奨ブロックサイズ： C、E、G、H 
クリングスタンプ 9種

 Framelitsダイ・フロステッドブーケ（P. 23）とコーディネートできます。

ファーストフロスト

FRAMELITSダイ・ 
フロステッドブーケ
147895 ¥4,740（税込 ¥5,119）
ダイ11種 
イメージ最大サイズ：9.5 x 1.6 cm 
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

First Frost
バンドル

ファーストフロスト・ 
スタンプセット  

+ FRAMELITSダイ・ 
フロステッドブーケ

クリング ❖ 149946   
¥7,240（税込 ¥7,819） 

ファーストフロスト

CLING
STAMP
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シマーペイント 
プロジェクトに繊細でシマリーな輝きを加えることができる 
ペイント。スタンプの上にスポンジでペイントして、カードに 
アクセントを足したり、サンタズ・バッグ（P. 15）などの布製素材に 
スタンプしてから熱を加えれば、色を定着させることもできます。 
15 ml、アシッドフリー、有害物質は含まれていません

 ブライトコッパー ❖ 147045 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
 シャンパンミスト ❖ 147044 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
 フロストホワイト ❖ 147046 ¥1,150（税込 ¥1,242） 
 ベガスゴールド ❖ 146886 ¥1,150（税込 ¥1,242）

 テイク・ユア・ピック 
144107 ¥1,430（税込 ¥1,544） 
小さいものを簡単にピックアップでき、配置できる細かい作業に 
便利なツール。粘着性のあるパテを使えば、セクインやペーパー 
アクセント、小さなオブジェクトを簡単にピックアップできます。 
本体をねじるとパテがくり出します。（交換用のパテ・レフィルは 
別売りです。）
パテの反対側には、ペーパーピアシング用チップとミニスパチュラ、 
スモール・スタイラスとラージ・スタイラスが両端に備えられている 
2タイプの交換用のツールが使えます。保護キャップ付き。16.5 cm

テイク・ユア・ピック・パテ・レフィル 
150006 ¥500（税込 ¥540） 
テイク・ユア・ピックの交換用のパテ。交換用チップ2個。

FEATHERS & FROST ❖ 147771 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、C、D、E 
スタンプ 13種

フェザー＆フロスト
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上のカードのように、サンタズ・バッグ（P. 15）を
カットしたものをレイヤーすれば、 

テクスチャーを加えることができます。

FALLING FOR LEAVES ❖ 147680 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： B、C、E、G、H 
スタンプ 11種 ❖ 2ステップ  

 Thinlitsダイ・ディテールド・リーブス（P. 25）とコーディネートできます。

フォーリング・フォー・リーブス

THINLITSダイ・ 
ディテールド・リーブス 
147921 ¥4,020（税込 ¥4,341）
ダイ8種、イメージ最大サイズ：9.5 x 8 cm
このダイの使用にはBig Shot（年間 
P. 132）とプレシジョンベースプレート 

（年間P. 137）が必要です。

Falling for  
Leaves

バンドル

フォーリング・フォー・リーブス・ 
スタンプセット  

+ THINLITSダイ・ 
ディテールド・リーブス

 149938  ¥6,320（税込 ¥6,825）

フォーリング・フォー・リーブス
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COUNTRY LANE
SUITE

Create the feel of country comfort wherever you live
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 ダイナミックTEXTURED 
IMPRESSIONS・エンボス 
フォルダー・ティンタイル 
147906 ¥1,430（税込 ¥1,544） 
深く、立体的なエンボス加工を施せます。 
15.2 x 15.2 cm
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

ガルヴァナイズド・ 
メタリックペーパー 
147805 ¥710（税込 ¥766） 
まるでトタン板のようなペーパー。ダイナミック 
Textured Impressions・エンボスフォルダー・ 
ティンタイル（P. 27）でエンボス加工すると、
目を引く効果がつくれます。 
2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー

ガルヴァナイズド・クリップ 
147806 ¥860（税込 ¥928） 
簡単にアクセントがつくれるシンプルな 
クリップ。クリップにリボンを通して 
結ぶなど、アレンジも楽しめます。 
24個、1.9 x 1 cm

チキンワイヤー・エレメント  
147807 ¥640（税込 ¥691） 
ダイカットされたホイルシート。そのまま 
バックグラウンドとして、また小さいピースに 
カットしてアクセントとしても使えます。 
6枚、9.5 x 13.7 cm、アシッドフリー、 
リグニンフリー

3/16インチ(4.8 MM)・
ブレーデッド・リネントリム  
147808 ¥1,000（税込 ¥1,080） 
厚みがあり、目が粗いリボン。簡単にほぐす 
ことができるので、ほつれたようなアレンジが 
できます。
全長 9.1 m

STAMPIN' BLENDSマーカー 
高品質なアルコールマーカー。コンボ 
パックには2種（ダーク、ライト）のマーカーが 
含まれています。単色のマーカーはP. 35を 
参照ください。他のカラーラインアップは 
年間カタログP. 125を参照ください。

  ブラックベリー・ブリス・コンボパック 
147932 ¥1,280（税込 ¥1,382） 

  ケイジャン・クレイズ・コンボパック 
147931 ¥1,280（税込 ¥1,382）

 デザイナーシリーズ・ペーパー・カントリーレーン 
147804 ¥1,580（税込 ¥1,706） 
カントリーなイメージを現代的なカラーで彩ったデザイン。 
12枚：両面デザインシート6枚 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー
ブラックベリー・ブリス、ケイジャン・クレイズ、クラッシュド・カリー、アーリーエスプレッソ、 
ミントマカロン、オールドオリーブ、ウィスパーホワイト

COUNTRY HOME ❖ 147678 ¥3,010（税込 ¥3,250） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、D、H 
スタンプ 14種

カントリーホーム
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MANY BLESSINGS ❖ 147775 ¥2,440（税込 ¥2,635） 
推奨ブロックサイズ： A、B、C、E 

スタンプ 13種 ❖ 累計100万ドルセールス達成デモンストレーターRuth Snyderプロデュース製品

メニーブレッシングス 

MEAN SO MUCH ❖ 147682 ¥2,440（税込 ¥2,635） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、D、H 
スタンプ 10種 ❖ 2ステップ  

ミーンズ・ソー・マッチ 
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& EASY
QUICK

スタンプの正確な 
位置合わせが 
必要な場合は、 
Stamparatus 

（年間P. 127）が 
便利です。

MAKING EVERY DAY BRIGHT ❖ 148813 ¥2,290（税込 ¥2,473） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、G、H 
スタンプ 27種 ❖ 2ステップ  

 クリスマスバルブ・ビルダーパンチ（P. 6）とコーディネートできます。

メイキング・エブリディ・ブライト
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TOIL & TROUBLE
SUITE

Bewitch your loved ones with projects made using this suite
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カードストックパック・ 
トイル＆トラブル   
147764 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
24枚：全4色 x 各6枚、A4  
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、ゴージャスグレープ、 
グラニー・アップルグリーン、パンプキンパイ

 デザイナーシリーズ・ペーパー・トイル＆トラブル 
147531 ¥1,580（税込 ¥1,706） 
水彩風でカラフルに彩られた、かわいいハロウィンモチーフのデザイン。 
12枚：両面デザインシート6枚 x 各2枚、12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックブラック、ケイジャン・クレイズ、クラッシュド・カリー、アーリーエスプレッソ、ゴージャスグレープ、 
グラニー・アップルグリーン、ハイランドヘザー、レモンライム・ツイスト、マンゴーメロディー、ペタルピンク、 
パンプキンパイ、ウィスパーホワイト

Framelitsダイ・コールドロン（P. 31）とコーディネートできます。

フォイルシート・ブラック 
147898 ¥570（税込 ¥615） 
パンチ（年間 P. 130-131）や各種 
Big Shotダイ（年間 P. 133-137）で 
カットすればメタリックなアクセントに 
なります。片面デザインシート2枚 
12 x 12インチ（30.5 x 30.5 cm） 
アシッドフリー、リグニンフリー

スパイダー・トリンケット 
147896 ¥860（税込 ¥928） 
シルバーのスパイダーチャーム。リングに 
リボンやトワインを通して結び、仕上げに 
使いましょう。
12個、1.3 x 1.6 cm 

3/8インチ(1 CM)・グリッター・ 
オーガンジーリボン・ブラック 
147897 ¥1,220（税込 ¥1,317） 
ハロウィンや洗練されたプロジェクトづくりに
役立つ光沢のあるブラックリボン。
全長 9.1 m

ベーカーズボックス 
147899 ¥1,000（税込 ¥1,080） 
ドーナツやクッキー、各種スイーツを 
入れるのにピッタリな小さめのホワイト 
ボックス。透明なアセテートウィンドウで、 
中身が見えるようになっています。
8個、食品に安全。10.8 x 10.8 x 5.4 cm 

STAMPIN' BLENDSマーカー 
高品質なアルコールマーカー。コンボパックには 
2種（ダーク、ライト）のマーカーが含まれて 
います。単色のマーカーはP. 35を参照 
ください。他のカラーラインアップは年間  
カタログP. 125を参照ください。

  ベーシックブラック・コンボパック 
147942 ¥1,280（税込 ¥1,382） 

  マンゴーメロディー・コンボパック 
147945 ¥1,280（税込 ¥1,382）

CAULDRON BUBBLE ❖ 148910 ¥3,160（税込 ¥3,412） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、E、H 
クリングスタンプ 11種  

 Framelitsダイ・コールドロン（P. 31）とコーディネートできます。

コールドロン・バブル

FRAMELITSダイ・コールドロン
147914 ¥4,020（税込 ¥4,341）
ダイ9種、イメージ最大サイズ：7.9 x 4.8 cm 
このダイの使用にはBig Shot 

（年間P. 132）が必要です。

Cauldron Bubble
バンドル

コールドロン・バブル・ 
スタンプセット  

+ FRAMELITSダイ・ 
コールドロン

クリング ❖ 149932   
¥6,460（税込 ¥6,976）

コールドロン・バブル

CLING
STAMP
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Stampin' リワードを使って
賢くショッピング！

*Stampin’ リワードは、カタログ製品（50%オフアイテムを除きます。）および 
コーディネーター限定アイテムに使用することができます。

**50％オフでお求めいただける製品は、カタログに掲載されている定価品またはバンドルです。

セールス 
（税抜、送料別）

STAMPIN’  
リワード*

50%オフ 
製品**

20,000円以上 
40,000円未満 10%

–
40,000円以上 
60,000円未満 12%

60,000円以上 
80,000円未満 14% 

1個
80,000円以上 16%

COORDINATOR
Stampin’ Up!では、あなたの好きな事をシェアし、クラスやパーティーの参加者を集めて 
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、会社からお礼をさせていただきます。

stampinup.com/coordinator
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stampinup.com/join_jp

JOIN
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。
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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!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 
STAMPINUP. COM/TERMSOFUSE_JPで閲覧でき、また
STAMPIN’ UP JAPAN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.COM/TERMSOFUSE_JPをご覧下さい。

商標について
BIG SHOT、THINLITS、FRAMELITS、TEXTURED IMPRESSIONSは 
ELLISON、INCの商標です。AQUA PAINTER、SNAIL ADHESIVE、 
STAMPIN’ DIMENSIONALS、STAMPIN’ GLITTER、STAMPIN’ 
PAD、STAMPIN’ SPOT、STAMPIN’ UP!、STAMPIN’ UP!ロゴは 
STAMPIN’UP! の登録商標です。STĀZONは株式会社ツキネコの 
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、2018年9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9月

PRINTED IN JAPAN

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

Just for  
Coordinators!

このスタンプセットは、Stampin’ 
リワードを使用して割引価格で 

ご購入いただける、コーディネーター 
限定のスタンプセットです。他の 

コーディネーター限定スタンプセットは 
年間カタログP. 142–143でご覧いただけます。

WARM HEARTED ❖ 147777 ¥1,430（税込 ¥1,544：通常税抜価格¥2,440相当） ❖ 推奨ブロックサイズ： A、B、C、D、G、H 
スタンプ 14種 ❖ 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。

 ウォームハート
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Stampin’ Blends are call ing to you!
高品質なアルコールマーカーにはブラシチップと細いチップの２種類のチップが備わっています。

コンボパックには2種（ダーク、ライト）のマーカーが含まれており、 
初心者でも簡単にアーティスト気分でカラーブレンディングを楽しむことができます。

年間カタログ（P. 125）で、他のカラーラインアップもチェックしてみましょう！ 

   ベーシックブラック ❖ 147942
   ブラックベリー・ブリス ❖ 147932
   ケイジャン・クレイズ ❖ 147931
   マンゴーメロディー ❖ 147945
   リアルレッド ❖ 147935
   シェイデッド・スプルース ❖ 147938

  ベーシックブラック・ダーク ❖ 147941
  ベーシックブラック・ライト ❖ 147940
  ブラックベリー・ブリス・ダーク ❖ 147910
  ブラックベリー・ブリス・ライト ❖ 147909
  ケイジャン・クレイズ・ダーク ❖ 147908
  ケイジャン・クレイズ・ライト ❖ 147907

  マンゴーメロディー・ダーク ❖ 147944
  マンゴーメロディー・ライト ❖ 147943
  リアルレッド・ダーク ❖ 147934
  リアルレッド・ライト❖ 147933
  シェイデッド・スプルース・ダーク ❖ 147937
  シェイデッド・スプルース・ライト ❖ 147936

単色  
各 ¥640（税込 ¥691）

コンボパック  
各 ¥1,280（税込 ¥1,382）
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INFORMATION:

Check out  
Annual Catalog!

Autumn/Winterカタログの製品だけでなく、 
年間カタログの製品もウィンターシーズンに 
使えるデザインがいっぱい。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。

参考価格/1部 ￥205

カタログ有効期限  
2018年9月5日-2019年1月7日

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

0120-912-762
STAMPINUP.CO.JP

JAPAN

当カタログに掲載の製品は、カタログ 
有効期間内の販売となります。


