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皆さまへ

クリエイティブイベントで私が大好きなことの1つは、人々がプロジェクトをつくりながら 
打ち解けていくのを目の当たりにすることです。そうです、ペーパーにスタンプしたり 
リボンを結んだりしながら、同時に絆を結び、心を通わせているのです。

中には、家族で数世代にわたりスタンピングを楽しむ人々もいます。私は娘と一緒に 
毎月ペーパークラフト・パーティーを開いていますが、そこで近所の方 と々子供たちや 
孫娘たちが一緒にスタンピングしています。

このように、クリエイティビティは人との関係を築く機会となることも多いのですが、 
それは同時に自尊心を高めてくれるということにも気が付きました。老若男女を 
問わず、何かをつくると良い気分になります。クリエイティビティは自信を育むのです。

ですから、もし皆さまがスタンピングはただスタンプ、インク、ペーパーを 
使って楽しむだけのものとお考えでしたら、考え直して 
ください！スタンピングは人の成長を助け、人間関係を 
深めることにも役立つのです。あるデモンストレーターの
方がこうおっしゃっていました。「人は、他の人と 
集まることがどれほど必要か分かっていません。 
皆で集まることには癒しの力があるのです。」

私はこの意見に心から賛成です。そして、皆さまが 
この素敵なカタログのページをめくりながら、 
何かをつくってみようと思うこと（そして人と 
集まりたくなること！）を願っています。

Shelli Gardner 
取締役会長、創業者

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、2019-2020版に対応しています。「WEB」アイコンが 
付いている製品の詳細は、オンラインストアにてご覧いただけます。stampinup.com/store_jpで 
製品コードを入力して検索し、ご確認ください。

STAMPS 
Stampin’ Up!オリジナルのスタンプは、レッドラバー素材のクリングまたはフォトポリマー（詳細は 
年間カタログP. 2をご参照ください）の2種類があります。スタンプは、繰り返し使用できるクリア 
ブロック（年間 P. 182）またはStamparatusプレート（年間 P. 184）に貼ってご使用ください。 
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。 

全ての製品と詳細はオンラインストアstampinup.com/store_jpでもご覧いただけます。

シンプルなプロジェクトアイディアをお探しの方は、このアイコンが 
表示されているプロジェクトをご参照ください。

KITS 
巧みにデザインされた各種アイテムが揃っており、すぐにクラフトが楽しめる 
キット製品を紹介しています。All-Inclusive Kit（オールインクルーシブ・キット）、 
Project Kit（プロジェクトキット）、Mini Collection（ミニコレクション）から 
お好みのキットを選んで、プロジェクトづくりをお楽しみください。

CATALOG AT A GLANCE 
このカタログに掲載している全製品を一覧で 
ご確認いただけます。

58-61

SUITE 
素敵なコーディネートアイテムが揃ったシリーズを、 
SUITE（スイート）というカテゴリーで紹介しています。

ラブ&バレンタイン
8–10 From My Heart 
14–17 Parisian Blossoms

スプリング&サマーシーズン
24–27 Peaceful Poppies
38–40 Tropical Oasis
46–48 Country Club

バースディ&スペシャルオケージョン
32–34 Birthday Bonanza 
54–56 Best Dressed

62-67

69-71

INSPIRATION PAGES 
キット（P. 62-63）やSUITE（P. 64–65）に含まれている製品のアレンジや、 
様々なレイアウトのアイディア（P. 66–67）をチェックして、プロジェクト 
づくりのインスピレーションにお役立てください。
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割引価格のバンドルセットでオーダーすると、スタンプセットとコーディネートされたツールが一度にご注文いただけます。

ハートフエルト 
バンドル ❖ P. 10
フォトポリマー ❖ 153775 
¥6,600 （税込 ¥7,260）
ハートフエルト・スタンプセット + パンチパック・ハート

ハート・トゥー・ハート 
バンドル ❖ P. 12
フォトポリマー ❖ 153734  
¥5,950 （税込 ¥6,545）
ハート・トゥー・ハート・スタンプセット +  
ディテールド・ハート・ダイ

+

グレイスズ・ガーデン 
バンドル ❖ P. 13
フォトポリマー ❖ 153789  
¥6,860 （税込 ¥7,546）
グレイスズ・ガーデン・スタンプセット +  
ガーデン・ゲートウェイ・ダイ

フォーエバー・ブロッサム 
バンドル ❖ P. 16
クリング ❖ 153781 ¥7,640 （税込 ¥8,404）
フォーエバー・ブロッサム・スタンプセット + 
チェリーブロッサム・ダイ
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ソー・センチメンタル 
バンドル ❖ P. 20
クリング ❖ 153828 ¥7,000 （税込 ¥7,700）
ソー・センチメンタル・スタンプセット +  
ソー・スウィートリー・ステッチド・ダイ

+

+

ペインテッドポピー 
バンドル ❖ P. 26
クリング ❖ 153827 ¥7,510 （税込 ¥8,261）
ペインテッドポピー・スタンプセット + ペインテッドラベル・ダイ
このサンプルには、ビューティフリー・ブレイデッド・ 
スタンプセット（P. 29）も使用しています。

+
ラスト・ア・ライフタイム 
バンドル ❖ P. 18
クリング ❖ 153736 ¥7,380 （税込 ¥8,118）
ラスト・ア・ライフタイム・スタンプセット +  
ラスティング・エレガンス・ダイ

パリジャン・ビューティー 
バンドル ❖ P. 17
クリング ❖ 153778 ¥6,210 （税込 ¥6,831）
パリジャン・ビューティー・スタンプセット + パリジャン・ダイ*
*このダイにはフランス語の「Amour」と「merci」 が 
含まれています。
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ピースフル・モーメンツ 
バンドル ❖ P. 27
クリング ❖ 153824 ¥7,500 （税込 ¥8,250）
ピースフル・モーメンツ・スタンプセット + ポピーモーメンツ・ダイ

ビューティフリー・ブレイデッド 
バンドル ❖ P. 29
フォトポリマー ❖ 153821  
¥5,180 （税込 ¥5,698）
ビューティフリー・ブレイデッド・スタンプセット +  
ブレイデッド・ボーダーパンチ

ハニービー 
バンドル ❖ P. 30
クリング ❖ 153792  
¥5,950 （税込 ¥6,545）
ハニービー・スタンプセット + ディテールド・ビー・ダイ

ボナンザ・バディー 
バンドル ❖ P. 34
フォトポリマー ❖ 153815  
¥5,570 （税込 ¥6,127）
ボナンザ・バディー・スタンプセット + ボナンザ・ダイ
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バースディ・ジュビリー 
バンドル ❖ P. 35
クリング ❖ 153814 ¥6,090 （税込 ¥6,699）
バースディ・ジュビリー・スタンプセット +   
ジュビリービューティー・ダイ

アンダー・マイ・アンブレラ 
バンドル ❖ P. 42
フォトポリマー ❖ 153786  
¥4,400 （税込 ¥4,840）
アンダー・マイ・アンブレラ・スタンプセット + 
アンブレラ・ビルダーパンチ

タイムレス・トロピカル 
バンドル ❖ P. 40
クリング ❖ 153811 ¥7,510 （税込 ¥8,261）
タイムレス・トロピカル・スタンプセット +  
イン・ザ・トロピックス・ダイ

タイムレス・チューリップ 
バンドル ❖ P. 43
フォトポリマー ❖ 153793  
¥4,660 （税込 ¥5,126）
タイムレス・チューリップ・スタンプセット +  
チューリップ・ビルダーパンチ

+

+

+

+
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クラブハウス 
バンドル ❖ P. 48
クリング ❖ 153816  
¥5,950 （税込 ¥6,545）
クラブハウス・スタンプセット + ゴルフクラブ・ダイ

マウンテンエア バンドル ❖ P. 53
フォトポリマー ❖ 153820  
¥7,250 （税込 ¥7,975）
マウンテンエア・スタンプセット + マジェスティック・マウンテン・ダイ
このサンプルには、ビューティフル・プロムナード・ 
スタンプセット（年間 P. 75）も使用しています。

バイ・ザ・ドック 
バンドル ❖ P. 49
クリング ❖ 153817  
¥6,090 （税込 ¥6,699）
バイ・ザ・ドック・スタンプセット + ドックサイド・ダイ

ドレスド・トゥー・インプレス 
バンドル ❖ P. 56
フォトポリマー ❖ 153832  
¥6,860 （税込 ¥7,546）
ドレスド・トゥー・インプレス・スタンプセット +  
オール・ドレスド・アップ・ダイ

+

+

+

+
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FROM MY HEART
SUITE

ハートフエルト・バンドル 
フォトポリマー ❖ 153775 ¥6,600（税込 ¥7,260）
スタンプセットとコーディネートされたパンチパック（P. 10）は、バンドルセットで購入すると10％OFFとなりお得です。

ホイルティン・ハート 
151190 ¥1,300（税込 ¥1,430）
お菓子を贈るのに最適なハート型ベーキングティン。 
コーディネートされたハート・ドイリーを蓋に乗せてアレンジで 
きます。レッド／シルバーのティン10個、高さのあるクリアの 
ドーム型リッド10個、ティンサイズ：3-1/2 x 3-5/16 x 1-3/16 
インチ（8.9 x 8.4 x 3 cm）、食品に安全 

3/8インチ(1 CM)・ダブルステッチ・
サテンリボン・リアルレッド 
151155 ¥1,080（税込 ¥1,188）
両側にステッチが施されたグロッシーなサテンリボン。 
全長 10ヤード（9.1 m）

ハート・ドイリー 
151191 ¥790（税込 ¥869）
ホイルティン・ハートやカードの表紙にフィットするサイズの 
ハート型ペーパードイリー。表面はカラーで、裏面はホワイトです。  
40枚（全2色 x 各20枚）、2-3/4 x 2-3/8インチ 

（7 x 6 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー、食品に安全
フラーティー・フラミンゴ、リアルレッド、ホワイト

ファセットジェム・フロム・マイ・ハート 
151154 ¥860（税込 ¥946）
ファセットカットされたイリディセントのジェム。  
約180個：全3色 x 3サイズ（3 mm、4 mm、6 mm）
フラーティー・フラミンゴ、リアルレッド、 ホワイト

 スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・フロム・マイ・ハート 
151189 ¥2,090（税込 ¥2,299）
心躍るパターン模様が揃ったペーパーには、レッドとピンクホイルのアクセントがあしらわれたデザインも含まれています。 
ペーパーにはパンチパック・ハート（P. 10）でカットできるイメージが含まれています。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
フラーティー・フラミンゴ、リアルレッド、 ウィスパーホワイト

+

遊び心のある素敵な各種 
アイテムで、バレンタインの 
カードやパッケージ、トリート 
バッグをつくりましょう。

FROM MY HEART  
SUITE （一括購入）
フォトポリマー ❖ 153931 
¥12,720 （税込 ¥13,992）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネー
トされたSUITE製品が一度にご注文いただけま
す。一括購入コードには、このページに掲載してい
る製品が１つずつ含まれています。お好きなイン
ク、カードストック、接着ツール（年間カタログ参
照）を用いてプロジェクトを完成させましょう。

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。

フラーティー・フラミンゴ

リアルレッド
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E ハートフエルト・バンドル ❖ ハートフエルト・スタンプセット + パンチパック・ハート

フォトポリマー ❖ 153775 ¥6,600（税込 ¥7,260）

                   Bundle

ハートフエルト
HEARTFELT ❖ 151417 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 

推奨ブロックサイズ：A、B、D、H ❖ フォトポリマースタンプ 13種
 パンチパック・ハートとコーディネートできます。

パンチパック・ハート 
151292 ¥4,890（税込 ¥5,379）
ハートフエルト・スタンプセットのスタンプイメージを 
カットできます。各パンチでカットしたイメージは、 
それぞれ単体で使用したり、レイヤーすれば美しい 
コーディネートを楽しむこともできます。パンチ 
2個、イメージ最大サイズ：2-3/16 x 2-1/8インチ 

（5.6 x 5.4 cm）

© 2019 STAMPIN’ UP! 10



THANKS FOR THE LAUGHS ❖ 151670 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、G、H ❖ クリングスタンプ 10種

サンクス・フォー・ザ・ラフ

上のサンプルには、スペシャルサムワン（P. 36）、ヤング・アット・ハート 
（年間 P. 33）スタンプセットも使用しています。下のサンプルには、 
タイムレス・トロピカル・スタンプセット（P. 40）も使用しています。

3Dエンボスフォルダープレート 
149658 ¥1,440 （税込 ¥1,584）
3Dエンボスフォルダープレートは、新タイプの3Dエンボスフォルダーと 
併用していただく製品です。新タイプの3Dエンボスフォルダーは、P. 15、 
39、47と年間カタログP. 198–199をご覧ください。（旧タイプの 
ダイナミック・エンボスフォルダーと併用する必要はございません。） 
1枚、8-3/4 x 6-1/8インチ（22.2 x 15.6 cm） 

MIX & MATCH
サンクス・フォー・ザ・ラフ・スタンプ 
セットをお好きなイメージと組み 
合わせて、伝えたいメッセージに 
ピッタリのカードを完成させましょう。

© 2019 STAMPIN’ UP! 11



ハート・トゥー・ハート・バンドル 
ハート・トゥー・ハート・スタンプセット + ディテールド・ハート・ダイ

フォトポリマー ❖ 153734 ¥5,950（税込 ¥6,545）

Heart to Heart Bundle

ハート・トゥー・ハート
HEART TO HEART ❖ 151427 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 

推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、H ❖ フォトポリマースタンプ 20種
 ストーリー・ラベルパンチ（年間 P. 186）とコーディネートできます。  ❖ ディテールド・ハート・ダイとコーディネートできます。

ディテールド・ハート・ダイ  
151440 ¥4,170 （税込 ¥4,587）
ダイ 1種、イメージサイズ：3-7/8 x 5-1/8インチ 

（9.8 x 13 cm）、このダイの使用にはダイカットと 
エンボスができるマシンが必要です。

© 2019 STAMPIN’ UP! 12



グレイスズ・ガーデン

グレイスズ・ガーデン・バンドル 
グレイスズ・ガーデン・スタンプセット + ガーデン・ゲートウェイ・ダイ

フォトポリマー ❖ 153789 ¥6,860（税込 ¥7,546）

Grace’s Garden Bundle

GRACE’S GARDEN ❖ 151513 ¥2,590 （税込 ¥2,849） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D ❖ フォトポリマースタンプ 12種

  ガーデン・ゲートウェイ・ダイとコーディネートできます。

ガーデン・ゲートウェイ・ダイ 
151512 ¥5,040（税込 ¥5,544）
ダイ 19種、イメージ最大サイズ：2-1/2 x 3-7/8インチ 

（6.4 x 9.8 cm）、このダイの使用にはダイカットと 
エンボスができるマシンが必要です。

ペーパースニップ（年間 P. 189）でダイカットした 
ゲートの真ん中をカットすると、このサンプルの 
ように、まるで本物のゲートをアレンジしたような 
美しいプロジェクトがつくれます。
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フォーエバー・ブロッサム・バンドル 
クリング ❖ 153781 ¥7,640（税込 ¥8,404）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 16）は、 
バンドルセットで購入すると10％OFFとなりお得です。

パリジャン・ビューティー・バンドル* 
クリング ❖ 153778 ¥6,210（税込 ¥ 6,831）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 17）は、 
バンドルセットで購入すると10％OFFとなりお得です。 
*このダイにはフランス語の「Amour」と「merci」 が含まれています。

1/4インチ(6.4 MM)・メタリック・ 
エッジリボン・ペタルピンク
151194 ¥1,010（税込 ¥1,111）
エッジにシャンパンカラーのメタリック加工が施された 
グロッシーなサテンリボン。全長 10ヤード（9.1 m）

3Dエンボスフォルダー・ 
パリジャン・フローリッシュ 
151474 ¥1,430（税込 ¥1,573）
6 x 6インチ（15.2 x15.2 cm）、このフォルダーの使用には 
ダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

ベーシックジュエル・ラインストーン・シャンパン 
151193 ¥860（税込 ¥946）
エレガントなニュートラルカラーの裏面接着剤付き 
ラインストーン。 140個：3サイズ（3 mm、4 mm、5 mm）

 スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・パリジャン・ブロッサム 
151192 ¥2,090（税込 ¥2,299）
ソフトでエレガントなパターン模様が揃ったペーパーには、シャンパンホイルのアクセントがあしらわれたデザインも含まれています。 
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、シャンパン、チェリーコブラー、ペタルピンク、プールパーティー、ウィスパーホワイト

+

PARISIAN BLOSSOMS
SUITE

エレガントな各種モチーフに 
ホイルで華やかなタッチが 
加わり、春のパリをイメージした 
素敵なデザインが楽しめます。

PARISIAN BLOSSOMS 
SUITE （一括購入）
クリング ❖ 153934  
¥19,240（税込 ¥21,164）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。
一括購入コードには、このページに掲載している
製品が１つずつ含まれています。お好きなインク、
カードストック、接着ツール（年間カタログ参照）を
用いてプロジェクトを完成させましょう。

このSUITEには2種類のバンドルセットが含まれて 
いるので、プロジェクトアレンジをより一層楽しめます。

チェリーコブラー

ペタルピンク

プールパーティー

+

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。 © 2019 STAMPIN’ UP! 15



チェリーブロッサム・ダイ 
151456 ¥5,180（税込 ¥5,698）
ダイ 18種、イメージ最大サイズ：4-3/8 x 2-1/8インチ（11.1 x 5.4 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

FOREVER BLOSSOMS ❖ 151457 ¥3,310 （税込 ¥3,641） 
推奨ブロックサイズ：A、B、E ❖ クリングスタンプ 12種

  チェリーブロッサム・ダイとコーディネートできます。

フォーエバー・ブロッサム
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フォーエバー・ブロッサム・バンドル 
フォーエバー・ブロッサム・スタンプセット + チェリーブロッサム・ダイ

クリング  ❖ 153781 ¥7,640（税込 ¥8,404）

Forever Blossoms Bundle
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PARISIAN BEAUTY ❖ 151466 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：B、E、G ❖ クリングスタンプ 10種

  1インチ(2.5 cm)・サークルパンチ（年間 P. 187）とコーディネートできます。    パリジャン・ダイとコーディネートできます。

パリジャン・ビューティー

P
arisian B

lossom
s SU

ITE

パリジャン・ダイ* 
151463 ¥3,890（税込 ¥4,279）
ダイ 6種、イメージ最大サイズ：2-3/4 x 5インチ（7 x 12.7 cm）、このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

パリジャン・ビューティー・バンドル 
パリジャン・ビューティー・スタンプセット + パリジャン・ダイ*

クリング  ❖ 153778 ¥6,210（税込 ¥6,831）

Parisian Beauty Bundle

*このダイにはフランス語の「Amour」と「merci」 が含まれています。 © 2019 STAMPIN’ UP! 17



ラスト・ア・ライフタイムラスティング・エレガンス・ダイ 
151475 ¥4,890（税込 ¥5,379）
ダイ 9種、イメージ最大サイズ：3-5/8 x 3インチ（9.2 x 7.6 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

ラスト・ア・ライフタイム・バンドル 
ラスト・ア・ライフタイム・スタンプセット + ラスティング・エレガンス・ダイ

クリング  ❖ 153736 ¥7,380（税込 ¥8,118）

Last a Lifetime Bundle

LAST A LIFETIME ❖ 151479 ¥3,310 （税込 ¥3,641） 
推奨ブロックサイズ：A、C、D ❖ クリングスタンプ 11種

 ラスティング・エレガンス・ダイとコーディネートできます。

© 2019 STAMPIN’ UP! 18



ソー・インバイティング

Stamparatusを使えば、簡単に招待状が 
量産できます。グリッドペーパー・ 
スモールを併用すると、ペーパーを 
まっすぐ置くことができます。

SO INVITING ❖ 151485 ¥2,300 （税込 ¥2,530） 
推奨ブロックサイズ：A、D、G、H ❖ フォトポリマースタンプ 10種

ソー・インバイティング・スタンプセットと他の 
スタンプセットのイメージを組み合わせて、様々な 
オケージョンやイベントの招待状をつくりましょう。

このサンプルには、ウィッシュ・フォー・イット・オール・スタンプセット（年間 P. 65）も使用しています。

グリッドペーパー・スモール 
149621 ¥930 （税込 ¥1,023）

年間 P. 
184

年間 P. 
184

STAMPARATUS 
148187 ¥7,050 （税込 ¥7,755）
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SO SENTIMENTAL ❖ 151691 ¥3,170 （税込 ¥3,487） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D ❖ クリングスタンプ 11種

 ソー・スウィートリー・ステッチド・ダイとコーディネートできます。

ソー・センチメンタルソー・スウィートリー・ステッチド・ダイ 
151690 ¥4,610（税込 ¥5,071）
ダイ 10種、イメージ最大サイズ：4-1/8 x 3インチ（10.5 x 7.6 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

ソー・センチメンタル・バンドル 
ソー・センチメンタル・スタンプセット + ソー・スウィートリー・ステッチド・ダイ

クリング  ❖ 153828 ¥7,000（税込 ¥7,700）

So Sentimental Bundle
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MORNING STAR ❖ 151699 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、C、D、E ❖ フォトポリマースタンプ 14種 ❖ 2ステップ

 ステッチド・スター・ダイとコーディネートできます。

モーニング・スター ミニ・シッピングボックス（年間 
P. 172）のふたを中に折り込んで、 
ピクニックのバスケットをつくり 
ましょう。メタリックブラッド（年間  
P. 177）でお好きなトリムを固定して 
持ち手を付けましょう。  

WEB ステッチド・スター・ダイ 
150653 ¥5,470 （税込 ¥6,017）
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FRENCH COUNTRYSIDE ❖ 151702 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、E ❖ クリングスタンプ 6種

フレンチ・カントリーサイド

ADD A LITTLE
SHINE

スタンプにインクをつけて、 
そこに軽く水を霧吹きしてから 
スタンプすると、手描き風の 
イメージに仕上がります。

上のサンプルには、シリアスリー・ザ・ベスト・スタンプセット（P. 60）も使用しています。下のサンプルには、サンクス・フォー・ザ・ラフ・スタンプセット（P. 11）も使用しています。

年間 P. 
180

WINK OF STELLA® 
グリッターブラシ 
141897 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

年間 P. 
178

エポキシードロップレット・ハート 
148583 ¥930 （税込 ¥1,023）

年間 P. 
177

ミニライブラリークリップ 
149445 ¥1,360 （税込 ¥1,496）

© 2019 STAMPIN’ UP! 22



MY MEADOW ❖ 151650 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、H ❖ フォトポリマースタンプ 24種

マイ・メドー

POSITIVE THOUGHTS ❖ 151490 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、E ❖ クリングスタンプ 8種

ポジティブソーツ

切れ味の良いペーパー 
スニップ（年間 P. 189）を 
使えば、スタンプイメージの 
周りをきれいにカットできます。
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ピースフルポピー・エレメント 
151327 ¥940（税込 ¥1,034）
プリントされたダイカットアクセントでプロジェクトにアーティスティックな 
タッチを加えましょう。お好みのカラーリングツール（年間 P. 179–180） 
を使用したウォーターカラーリングに最適です。全8シート：プリントされた 
ブラックエレメント2シート、プリントされたチックカードストック2シート、 
プリントされたベルム2シート、ウォーターカラーペーパー2シート
ベーシックブラック、オールドオリーブ、ポッピーパレード

ピースフル・モーメンツ・バンドル 
クリング ❖ 153824 ¥7,500（税込 ¥8,250）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 27）は、 
バンドルセットで購入すると10％OFFとなりお得です。 

1/4インチ(6.4 MM)・クリンクルド・ 
シームバインディングリボン・ウィスパーホワイト 
151326 ¥1,080（税込 ¥1,188）
しわ加工が施されたシームバインディングリボン。 
クラッシックStampin’ インクレフィル（年間 P. 162–164）や 
Stampin’ Blendsマーカー (年間 P. 179)で染色できます。 
全長 10ヤード（9.1 m）

ペインテッドポピー・バンドル 
クリング ❖ 153827 ¥7,510（税込 ¥8,261）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 26）は、バンドルセットで購入
すると10％OFFとなりお得です。

 デザイナーシリーズ・ペーパー・ピースフルポピー 
151324 ¥1,650（税込 ¥1,815）
手描きのフラワーイメージと水彩塗料で彩ったデザインが楽しめるペーパーで、美しいバックグラウンドやプロジェクトのフォーカルポイントがつくれます。 
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、ブラックベリー・ブリス、カリプソコーラル、クラッシュド・カリー、フラーティー・フラミンゴ、モッシー・メドー、オールドオリーブ、プールパーティー、ポッピーパレード、リッチラズルベリー、ウィスパーホワイト

セクイン・ピースフルポピー 
151325 ¥1,010（税込 ¥1,111）
ラウンドとフラワーのセクイン。約750個、全5色、5 mm
ブラック、クリア、ゴールド、ダークポッピーパレード、 
ライトポッピーパレード

+ +

PEACEFUL POPPIES
SUITE

ポッピーパレード

クラッシュド・カリー

プールパーティー

カリプソコーラル

オールドオリーブ

リッチラズルベリー

フラーティー・フラミンゴ

モッシー・メドー

ブラックベリー・ブリス

一面に広がるポピーから 
インスパイアされた製品が 
揃っており、美しいラインアートの 
イメージにウォーターカラーで 
彩りを加えたデザインが 
楽しめます。

PEACEFUL POPPIES  
SUITE （一括購入）
クリング ❖ 153938  
¥19,690 （税込 ¥21,659）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート 
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。 
一括購入コードには、このページに掲載している 
製品が１つずつ含まれています。お好きなインク、 
カードストック、接着ツール（年間カタログ参照）を 
用いてプロジェクトを完成させましょう。

このSUITEには2種類のバンドルセットが含まれて 
いるので、プロジェクトアレンジをより一層 
楽しめます！

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。 © 2019 STAMPIN’ UP! 25



PAINTED POPPIES ❖ 151599 ¥3,310 （税込 ¥3,641） 
推奨ブロックサイズ：C、D、E ❖ クリングスタンプ 9種

 ペインテッドラベル・ダイとコーディネートできます。

ペインテッドポピー

ペインテッドポピー・バンドル  ❖ ペインテッドポピー・スタンプセット + ペインテッドラベル・ダイ
クリング  ❖ 153827 ¥7,510（税込 ¥8,261）

Painted Poppies Bundle

ペインテッドラベル・ダイ 
151605 ¥5,040（税込 ¥5,544）
ダイ 9種、イメージ最大サイズ：3-1/4 x 2-1/16
インチ（8.3 x 5.2 cm）、このダイの使用には 
ダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

P
ea

ce
fu

l P
op

pies
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E
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PEACEFUL MOMENTS ❖ 151595 ¥3,020 （税込 ¥3,322） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、H ❖ クリングスタンプ 10種

 ポピーモーメンツ・ダイとコーディネートできます。

ピースフル・モーメンツ

P
eaceful P

oppies
 SU

ITE

ピースフル・モーメンツ・バンドル  ❖ ピースフル・モーメンツ・スタンプセット +  ポピーモーメンツ・ダイ
クリング  ❖ 153824 ¥7,500（税込 ¥8,250）

Peaceful Moments Bundle

ポピーモーメンツ・ダイ 
151594 ¥5,320（税込 ¥5,852）
ダイ 16種、イメージ最大サイズ：2-3/4 x 2-1/2インチ（7 x 6.4 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが 
必要です。

年間 P. 
170

プレスド・ペタル・ジャーナル 
149588 ¥930 （税込 ¥1,023）
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BEAUTIFUL MOMENTS ❖ 151677 ¥3,310 （税込 ¥3,641） 
推奨ブロックサイズ：A、B、D、E ❖ クリングスタンプ 11種

 ミリオンセールス達成者Jacque Williamsプロデュース製品

ビューティフル・モーメンツ

ウォーターカラーリングを楽しむための各種ツールがございます。Aqua Painterは広い面を 
塗って仕上げるのに最適です。Stampin’ Blendsマーカーはより鮮明な色を出したい時に 
ご使用ください。小さなイメージを塗る際はウォーターカラーペンシルが便利です。 
全てのツールを試して、お気に入りのカラーリングアイテムを見つけましょう。 

AWASH IN COLOR

年間 P. 
179

STAMPIN’ BLENDSマーカー 
カラーと価格は年間カタログをご参照ください。

年間 P. 
179

ウォーターカラーペンシル 
カラーと価格は年間カタログをご参照ください。

年間 P. 
180

AQUA PAINTER（アクアペインター） 
103954 ¥2,440 （税込 ¥2,684）
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BEAUTIFULLY BRAIDED ❖ 151637 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：B、D、F、H ❖ フォトポリマースタンプ 9種

 ブレイデッド・ボーダーパンチとコーディネートできます。

ビューティフリー・ブレイデッド
ブレイデッド・ボーダーパンチ 
151294 ¥3,310（税込 ¥3,641）
ペーパーの位置をずらしてパンチを繰り返すと、 
オリジナルサイズのボーダーピースがつくれます。 
イメージサイズ：1-1/4 x 2-1/16インチ（3.2 x 5.2 cm）

Beautifully Braided Bundle

ブレイデッド・ボーダー 
パンチとスタンプイメージを 

コーディネートする際は、まずカード 
ストックをパンチでカットします。 

次にStamparatus（年間 P. 184）を 
使用してカットしたピースに 

スタンプすると、 
きれいに仕上がります。

ビューティフリー・ブレイデッド・バンドル 
ビューティフリー・ブレイデッド・スタンプセット + ブレイデッド・ボーダーパンチ

フォトポリマー  ❖ 153821 ¥5,180（税込 ¥5,698）
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ハニービー ディテールド・ビー・ダイ 
151526 ¥3,740（税込 ¥4,114）
ダイ 8種、イメージ最大サイズ：2-7/8 x 2インチ（7.3 x 5.1 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

ハニービー・バンドル ❖ ハニービー・スタンプセット + ディテールド・ビー・ダイ
クリング ❖ 153792 ¥5,950（税込 ¥6,545）

Honey Bee Bundle

HONEY BEE ❖ 151527 ¥2,880 （税込 ¥3,168） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D ❖ クリングスタンプ 10種

 ディテールド・ビー・ダイとコーディネートできます。
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PERFECTLY FRAMED ❖ 151668 ¥2,300 （税込 ¥2,530） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、H ❖ フォトポリマースタンプ 16種

 オーネイト・フレーム・ダイとコーディネートできます。

パーフェクトリー・フレームド

BREATHTAKING BOUQUET  
151612 ¥2,300 （税込 ¥2,530） 

推奨ブロックサイズ：F ❖ 背景用クリングスタンプ 1種
サイズ：4-1/2 x 5-3/4インチ（11.4 x 14.6 cm）

ブレステイキング・ブーケ

原寸大

このサンプルには、フォーエバー・ブロッサム・スタンプセット（P. 16）も使用しています。

1つのスタンプに2つの 
イメージが入っています。

1つのスタンプに3つの 
イメージが入っています。

WEB オーネイト・ 
フレーム・ダイ 
150664 ¥4,890  

（税込 ¥5,379）
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ボナンザ・バディー・バンドル 
フォトポリマー ❖ 153815 ¥5,570（税込 ¥6,127）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 34）は、バンドルセットで 
購入すると10％OFFとなりお得です。

7.6 X 22.9 CM・プリント・マチ付きセロファンバッグ 
151312 ¥1,010（税込 ¥1,111）
お菓子やギフトに使いやすいセロファンバッグ。スタンプやパンチ、ダイでタグをつくって 
飾りましょう。透明なバッグにスターがプリントされています。25枚、食品に安全

1/4インチ(6.4 MM)・ルーシュドリボン・ダフォディル・ディライト 
151311 ¥1,080（税込 ¥1,188）
中央にソフトなギャザーが入ったリボン。全長 10ヤード（9.1 m）

ポンポン・アソートメント 
151310 ¥790（税込 ¥869）
小さなポンポンでプロジェクトをカラフルに仕上げましょう。Mini Glue Dotsかマルチパーポス・ 
リキッドグルー（年間 P. 183）で接着してください。100個：全4色 x 各25個、5 mm
バミューダ・ベイ、グレープフルーツ・グローブ、ポッピーパレード、ウィスパーホワイト  

+

BIRTHDAY BONANZA
SUITE

誕生日にピッタリの各種イメージや 
紙吹雪のパターンが明るいカラーで
デザインされており、様々な 
オケージョンのプロジェクトづくりに
活用できます。

BIRTHDAY BONANZA  
SUITE （一括購入）
フォトポリマー ❖ 153929   
¥10,100 （税込 ¥11,110）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート 
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。 
一括購入コードには、このページに掲載している製品が 
１つずつ含まれています。お好きなインク、カード 
ストック、接着ツール（年間カタログ参照）を用いて 
プロジェクトを完成させましょう。

テラコッタタイル

ダフォディル・ディライト

グレープフルーツ・グローブ

コースタル・カバナ

バミューダ・ベイ

マンゴーメロディー

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。

 デザイナーシリーズ・ペーパー・バースディ・ボナンザ 
151313 ¥1,650（税込 ¥1,815）
パーティー気分のアニマル達がデザインされたペーパーでプロジェクトをつくって、楽しい時間を盛り上げましょう！ペーパーにはボナンザ・ダイ（P. 34）でカットできるイメージが含まれています。 
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、バミューダ・ベイ、コースタル・カバナ、クランブルケーキ、ダフォディル・ディライト、グレープフルーツ・グローブ、マンゴーメロディー、スモーキースレート、テラコッタタイル、ウィスパーホワイト
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ボナンザ・ダイ 
151566 ¥3,740（税込 ¥4,114）
ダイ 10種、イメージ最大サイズ：3-7/8 x 2-1/4インチ 

（9.8 x 5.7 cm）、このダイの使用にはダイカットとエンボスが 
できるマシンが必要です。

BONANZA BUDDIES ❖ 151567 ¥2,450（税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C ❖ フォトポリマースタンプ 22種 ❖ 2ステップ

 ボナンザ・ダイとコーディネートできます。

ボナンザ・バディー

ボナンザ・バディー・バンドル ❖ ボナンザ・バディー・スタンプセット + ボナンザ・ダイ
フォトポリマー ❖ 153815 ¥5,570（税込 ¥6,127）

Bonanza Buddies Bundle

ボナンザ・ダイにステッチド・ 
レクタングル・ダイ（年間  
P. 196）を組み合わせて、 
イメージの後ろを中抜きに 
したデザインのタグを 
つくりましょう。

B
irth
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モーニング・スター・スタンプセット（P. 21）や 
デザイナーシリーズ・ペーパー・トロピカル・ 
オアシス（P. 39）など、他のSUITE製品との 
コーディネートも楽しめます。

© 2019 STAMPIN’ UP! 34



BIRTHDAY JUBILEE ❖ 151571 ¥2,450（税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、H ❖ クリングスタンプ 8種

 ジュビリービューティー・ダイとコーディネートできます。

バースディ・ジュビリー

ジュビリービューティー・ダイ 
151576 ¥4,320（税込 ¥4,752）
ダイ 9種、イメージ最大サイズ：2-3/16 x 3-3/4インチ（5.6 x 9.5 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

バースディ・ジュビリー・バンドル ❖ バースディ・ジュビリー・スタンプセット + ジュビリービューティー・ダイ
クリング ❖ 153814 ¥6,090（税込 ¥6,699）

Birthday Jubilee Bundle

ジュビリービューティー・ダイに含まれて 
いる大きなダイは、下のカラーを 
覗かせるエレメントやステンシルがつくれます。   
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SPECIAL SOMEONE ❖ 151643 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C ❖ フォトポリマースタンプ 23種 ❖ 2ステップ

スペシャルサムワン

LABEL ME BOLD ❖ 151631 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、C、D、G ❖ クリングスタンプ 12種

ミリオンセールス達成者Jasmin Schulzeプロデュース製品

ラベル・ミー・ボールド
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WITTY-CISMS ❖ 151686 ¥3,170（税込 ¥3,487） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D❖ クリングスタンプ 9種

ミリオンセールス達成者Lisa Fastプロデュース製品

ウィッティシズム

ACHIEVING CREATIVITY
ミリオン（100万）セールスマイルストーンに到達した
Stampin’ Up!’のデモンストレーターは、スタンプ 
セットをプロデュースし、制作に携わる機会が得られます。 
P. 28、36、37、57に、実際にミリオンセールス 
マイルストーン達成者がプロデュースしたスタンプ 
セットが掲載されておりますので、是非ご覧ください。
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タイムレス・トロピカル・バンドル 
クリング ❖ 153811 ¥7,510（税込 ¥8,261）
スタンプセットとコーディネートされたダイ 

（P. 40）は、バンドルセットで購入すると 
10％OFFとなりお得です。

3Dエンボスフォルダー・コースタルウィーブ 
151503 ¥1,290（税込 ¥1,419）
4-1/2 x 6-1/8インチ（11.4 x 15.6 cm）、このフォルダーの 
使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

STAZONインク・サドルブラウン 
パーマネントインク。スタンプイメージをウォーターカラーで 
色づけしたり、プロジェクトにアンティークの風合いを与えたり、 
ウィンドウシート（年間 P. 169）にもスタンプできます。 
StāzOnクリーナー（年間 P. 182）でクリーニングしてください。 
インクのレフィルもございます。

 パッド ❖ 151508 ¥1,150（税込 ¥1,265）
 レフィル ❖ 152820 ¥860（税込 ¥946）0.5 fl. oz. (15 ml)

トロピカル・オアシス・トリンケット 
151253 ¥1,080（税込 ¥1,188）
ブロンズのアンティーク調のパイナップル、ハイビスカス、 
ウクレレ、リーフのトリンケット。24個：全4種 x 各6個、 
最大サイズ：3/4 x 1/2インチ（1.9 x 1.3 cm）

 デザイナーシリーズ・ペーパー・トロピカル・オアシス 
151252 ¥1,650（税込 ¥1,815）
緑豊かな草木とトロピカルなイメージが揃ったペーパーで、パラダイスの雰囲気溢れるプロジェクトがつくれます。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
ダフォディル・ディライト、アーリーエスプレッソ、グレープフルーツ・グローブ、マンゴーメロディー、ミントマカロン、オールドオリーブ、ペアーピザッズ、プールパーティー、プリティーピーコック、リアルレッド、ソフト・シー・フォーム、ソフトスウェード、
ソー・サフラン、ウィスパーホワイト

5/16インチ(8 MM)・ブレーデッド・ 
バーラップトリム 
151254 ¥1,150（税込 ¥1,265）
ニュートラルカラーのナチュラルなトリム。
全長 10ヤード（9.1 m）

+

TROPICAL OASIS
SUITE

レトロでトロピカルなイメージと 
美しいカラーで、印象的な 
プロジェクトをつくりましょう。

TROPICAL OASIS  
SUITE （一括購入）
クリング ❖ 153941  
¥16,270（税込 ¥17,897）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。
一括購入コードには、このページに掲載している
製品が１つずつ含まれています。お好きなインク、
カードストック、接着ツール（年間カタログ参照）を
用いてプロジェクトを完成させましょう。

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのデザインをご覧いただけます。

 MEMORIES & MORE・カードパック・ 
トロピカル・オアシス 
151255 ¥1,580（税込 ¥1,738）
カードの表紙やスクラップブックに最適な両面カード。両面カード 
50枚（デザイン25種* x 各2枚）、2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）、 
ステッカーシート4枚、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、グレープフルーツ・グローブ、オールドオリーブ、プ 
ールパーティー、プリティーピーコック、テラコッタタイル

プールパーティー

ソフトスウェード

マンゴーメロディー

グレープフルーツ・グローブ

プリティーピーコック

リアルレッド

オールドオリーブ

ペアーピザッズ

テラコッタタイル

ダフォディル・ディライト
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TIMELESS TROPICAL ❖ 151497 ¥3,310（税込 ¥3,641） 
推奨ブロックサイズ：C、D、E、H ❖ クリングスタンプ 10種

 イン・ザ・トロピックス・ダイとコーディネートできます。

タイムレス・トロピカル

Tr
op

ica
l O

as
is 

SU
IT

E

イン・ザ・トロピックス・ダイ 
151495 ¥5,040（税込 ¥5,544）
ダイ 13種、イメージ最大サイズ：3-1/8 x 2-1/4インチ 

（7.9 x 5.7 cm）、このダイの使用にはダイカットと 
エンボスができるマシンが必要です。

タイムレス・トロピカル・バンドル 
タイムレス・トロピカル・スタンプセット + イン・ザ・トロピックス・ダイ

クリング ❖ 153811 ¥7,510（税込 ¥8,261）

Timeless Tropical Bundle
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LAYERED WITH KINDNESS ❖ 151655 ¥2,590 （税込 ¥2,849） 
推奨ブロックサイズ：A、C、D ❖ クリングスタンプ 8種

 ラベル・ミー・ファンシー・パンチ、ラベル・ミー・ラブリー・パンチとコーディネートできます。

レイヤード・ウィズ・カインドネス

レイヤード・ウィズ・カインドネス・ 
スタンプセットをラベル・ミー・ 
ファンシーおよびラベル・ミー・ラブリー・ 
パンチとコーディネートする際は、まず 
イメージをスタンプして、スタンプ 
イメージの中央にスロットをパンチ 
した後に、ラベルをパンチすると 
上手く仕上がります。

ラベル・ミー・ラブリー・パンチ 
151296 ¥2,590（税込 ¥2,849）
イメージサイズ：2-1/16インチ（5.2 cm）

ラベル・ミー・ファンシー・パンチ 
151297 ¥2,590（税込 ¥2,849）
イメージサイズ：1-15/16 x 1-1/8インチ（4.9 x 2.9 cm） 
ラウンドホール：3 mm、スロット：1/16 x 5/8インチ 

（0.2 x 1.6 cm） 
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UNDER MY UMBRELLA ❖ 151518 ¥2,300（税込 ¥2,530） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C ❖ フォトポリマースタンプ 15種

 アンブレラ・ビルダーパンチとコーディネートできます。

アンダー・マイ・アンブレラ
アンブレラ・ビルダーパンチ 
151293 ¥2,590（税込 ¥2,849）
イメージ最大サイズ：2-3/8 x 3/4インチ（6 x 1.9 cm）

アンダー・マイ・アンブレラ・バンドル 
アンダー・マイ・アンブレラ・スタンプセット + アンブレラ・ビルダーパンチ

フォトポリマー ❖ 153786 ¥4,400（税込 ¥4,840）

Under My Umbrella Bundle

スタンピングでパターン模様の 
バックグラウンドをつくりましょう。 
お好きな色彩で、簡単にオリジナルの 
デザインがつくれます。
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TIMELESS TULIPS ❖ 151534 ¥2,590（税込 ¥2,849） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、H ❖ フォトポリマースタンプ 15種

 チューリップ・ビルダーパンチとコーディネートできます。

タイムレス・チューリップ
チューリップ・ビルダーパンチ 
151295 ¥2,590（税込 ¥2,849）
イメージ最大サイズ：1-1/4 x 1-3/4インチ（3.2 x 4.4 cm）

タイムレス・チューリップ・バンドル 
タイムレス・チューリップ・スタンプセット + チューリップ・ビルダーパンチ

フォトポリマー ❖ 153793 ¥4,660（税込 ¥5,126）

Timeless Tulips Bundle
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FULL OF HAPPINESS ❖ 151539 ¥2,300（税込 ¥2,530） 
推奨ブロックサイズ：A、B、D、G、H ❖ フォトポリマースタンプ 11種 ❖ 2ステップ

 ダイノ・ダイ（年間P. 192）とコーディネートできます。

フル・オブ・ハピネス

1つのスタンプに2つの 
イメージが入っています。

カードストックとダイノ・ダイ（年間 P. 192）で 
卵型ボックスがつくれます。ティア＆テープ・アドヒーシブ

（年間 P. 183）で各ピースを接着しましょう。
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EASTER PROMISE ❖ 151544 ¥2,730 （税込 ¥3,003） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D ❖ クリングスタンプ 5種

イースタープロミス

WELCOME EASTER ❖ 151559 ¥2,880（税込 ¥3,168） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、H ❖ クリングスタンプ 11種

ウエルカム・イースター

ペーパートリマー 
丈夫で持ち運びに便利なペーパートリマー。7-3/4インチ（19.7 cm）幅の 
カッティングベースに加え、17インチ（43 cm）まで拡張可能な物差しが 
ついているので、大きなプロジェクトにも使用できます。物差しにはインチと 
センチ両方のメモリがあり、カッティングベースには小さなプロジェクトづくりに 
役立つ中間点のメモリも表示されています。拡張可能な物差しとペーパー 
留めは所定の位置に簡単に格納できるので、持ち運びにも便利です。物差しと 
グリッドは耐久性のあるプラスチックで表面がカバーされているので、磨耗 
しません。カッティングブレード1個、スコアリングブレード1個が含まれて 
います。交換用のカッティングブレード（別売）もございます。

ペーパートリマー ❖ 152392 ¥3,600（税込 ¥3,960）
カッティングブレード・マルチパック（４個入り）❖ 152391  
¥1,730（税込 ¥1,903）
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クラブハウス・バンドル  
クリング ❖ 153816 ¥5,950（税込 ¥6,545）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 48）は、 
バンドルセットで購入すると10％OFFとなりお得です。

3Dエンボスフォルダー・アブソルートリー・アーガイル 
151590 ¥1,430（税込 ¥1,573）
6 x 6インチ（15.2 x 15.2 cm）、このフォルダーの使用にはダイカットとエンボスができる
マシンが必要です。

カントリークラブ・トワイン・コンボパック 
151318 ¥1,300（税込 ¥1,430）
色の付いたトワイン。全4色 x 各1個、1/16インチ（1.6 mm）幅、全長各 5ヤード（4.6 m）
ベーシックブラック、ガーデングリーン、ナイトオブネイビー、ポッピーパレード

カントリークラブ・エレメント 
151315 ¥860（税込 ¥946）
プレス加工されたウッドアクセント。62個、最大サイズ：3-3/4 x 1/4インチ（9.5 x 0.6 cm）

 デザイナーシリーズ・ペーパー・カントリークラブ 
151314 ¥1,650（税込 ¥1,815）
ゴルフにちなんだモチーフをあしらったデザイン。ペーパーにはゴルフクラブ・ダイ（P. 48）でカットできるイメージが含まれています。 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、クラッシュド・カリー、ガーデングリーン、ナイトオブネイビー、ポッピーパレード、ウィスパーホワイト

+

COUNTRY CLUB
SUITE

ゴルフにちなんだモチーフや 
ラインアートのイメージで、 
スポーツ好きな方や男性への 
プロジェクトづくりに最適です。

COUNTRY CLUB   
SUITE （一括購入）
クリング ❖ 153930  
¥11,190（税込 ¥12,309）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート 
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。
一括購入コードには、このページに掲載している
製品が１つずつ含まれています。お好きなインク、
カードストック、接着ツール（年間カタログ参照）を
用いてプロジェクトを完成させましょう。

ナイトオブネイビー

ガーデングリーン

ポッピーパレード

クラッシュド・カリー

*stampinup.com/store_ jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。 © 2019 STAMPIN’ UP! 47
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E クラブハウス・バンドル ❖ クラブハウス・スタンプセット + ゴルフクラブ・ダイ

クリング ❖ 153816 ¥5,950（税込 ¥6,545）

Clubhouse Bundle

ゴルフクラブ・ダイ 
151580 ¥3,890（税込 ¥4,279）
ダイ 14種、イメージ最大サイズ：3-7/8 x 2-1/8インチ
（9.8 x 5.4 cm）、このダイの使用にはダイカットと 
エンボスができるマシンが必要です。

CLUBHOUSE ❖ 151583 ¥2,730 （税込 ¥3,003） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、E ❖ クリングスタンプ 8種

 ゴルフクラブ・ダイとコーディネートできます。

クラブハウス
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BY THE DOCK ❖ 151622 ¥3,170 （税込 ¥3,487） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、E、H ❖ クリングスタンプ 12種

 ドックサイド・ダイとコーディネートできます。

バイ・ザ・ドック ドックサイド・ダイ 
151618 ¥3,600（税込 ¥3,960）
ダイ 11種、イメージ最大サイズ：3-1/2 x 2-1/4インチ 

（8.9 x 5.7 cm）、このダイの使用にはダイカットと 
エンボスができるマシンが必要です。

バイ・ザ・ドック・バンドル ❖ バイ・ザ・ドック・スタンプセット + ドックサイド・ダイ
クリング ❖ 153817 ¥6,090（税込 ¥6,699）

By the Dock Bundle
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OUTDOOR BARBECUE ❖ 151553 ¥2,730（税込 ¥3,003） 
推奨ブロックサイズ：B、D、G ❖ クリングスタンプ 12種

アウトドア・バーベキュー

PEDAL TO THE METAL ❖ 151591 ¥2,590（税込 ¥2,849） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、H ❖ クリングスタンプ 6種

ペダル・トゥー・ザ・メタル

プロジェクトに合わせて、 
デザイナーシリーズ・ペーパー 

（年間 P. 165–168）や 
薄紙にスタンプを 
施してみましょう。
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EMBOSS IT

DO THE IMPOSSIBLE ❖ 151660 ¥2,880（税込 ¥3,168） 
推奨ブロックサイズ：B、C、D、E ❖ クリングスタンプ 8種

ドゥ・ザ・インポッシブル

色々なエンボスを試してみましょう！プロジェクトに 
テクスチャーを加えたい時は、エンボスペーストを 
使いましょう。ヒートエンボスは、イメージに輝きをプラス 
できます。エンボスフォルダー（P. 70、年間P. 198–199）を 
使うと素敵なパターン模様が簡単につくれ、フォルダーに 
インクをつけてからマシンに通すと、よりコントラストを 
楽しめます。

年間 P. 
181

年間 P. 
181

年間 P. 
198

エンボスペースト・ホワイト 
141979 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

ヒートツール 
137101 ¥3,400 （税込 ¥3,740）

3Dエンボスフォルダー・モザイク 
149575 ¥1,430 （税込 ¥1,573）
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MOUNTAIN AIR ❖ 151610 ¥2,880（税込 ¥3,168） 
推奨ブロックサイズ：A、C、D、I ❖ フォトポリマースタンプ 7種

 1インチ(2.5 cm)・サークルパンチ（年間P. 187）とコーディネートできます。   マジェスティック・マウンテン・ダイとコーディネートできます。

マウンテンエア

Reversiblesスタンプなので、
両面のイメージがスタンプできます。
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REVERSIBLES BY STAMPIN’ UP!

マウンテンエア・バンドル  ❖ マウンテンエア・スタンプセット + マジェスティック・マウンテン・ダイ
フォトポリマー ❖ 153820 ¥7,250（税込 ¥7,975）

Mountain Air Bundle

Reversibles（リバーシブル）スタンプで新しい 
スタンピングを楽しみましょう！特殊なフォトポリマー 
スタンプなので、両面のデザインがスタンプできます。

マジェスティック・マウンテン・ダイ 
151608 ¥5,180（税込 ¥5,698）
ダイ 7種、イメージ最大サイズ：5-1/2 x 1-3/8インチ（14 x 3.5 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

<STEP 1>
まずソリッドのシルエットの 
イメージをスタンプします。

<STEP 2>
スタンプを裏返して、 

ラインで細かく描かれた 
イメージをスタンプしましょう。 

このサンプルには、サンクス・フォー・ザ・ラフ・スタンプセット（P. 11）も使用しています。

このサンプルには、ラベル・ミー・ボールド（P. 36）、ピースフル・モーメンツ（P. 27）スタンプセットも使用しています。
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1/8インチ(3.2 MM)・シアーリネンリボン・ミントマカロン  
151321 ¥860（税込 ¥946）
繊細で軽く、エレガントなリボン。 全長 10ヤード（9.1 m）

3 X 3インチ(7.6 X 7.6 CM)・ノートカード＆エンベロップ・ベストドレスド**  
151322 ¥1,150（税込 ¥1,265）
上品なノートカードとエンベロップ。カードの表紙にはプリントが施されており、内側は白紙です。
エンベロップの表紙と内側のライナー部分にもプリントが施されています。カード24枚、エンベロップ、 
全3色 x 各8枚、アシッドフリー、リグニンフリー。折りたたみカードサイズ：3 x 3インチ（7.6 x 7.6 cm）、 
エンベロップサイズ：3-1/8 x 3-1/8インチ（7.9 x 7.9 cm）
ダフォディル・ディライト、ペタルピンク、パープルポージー

ドレスド・トゥー・インプレス・バンドル  
フォトポリマー ❖ 153832 ¥6,860（税込 ¥7,546）
スタンプセットとコーディネートされたダイ（P. 56）は、バンドルセットで 
購入すると10％OFFとなりお得です。

タッセル・ベストドレスド  
151320 ¥1,150（税込 ¥1,265）
プロジェクトにファンシーなタッチをアレンジできるカラフルなタッセル。ウィスパーホワイトの 
タッセルはクラッシックStampin' インクレフィル（年間 P. 162–164）で染色できます。 
18個：全3色 x 各6個 、長さ：1-7/8インチ（4.8 cm）、トップにゴールドリング付き
ペタルピンク、プリティーピーコック、ウィスパーホワイト

 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・ベストドレスド 
151319 ¥1,650（税込 ¥1,815）
スタイリッシュなイメージとソフトなフラワーがデザインされたペーパーで、お洒落なプロジェクトをつくりましょう。
48枚（両面デザインシート12種* x 各4枚）、6 x 6インチ（15.2 x 15.2 cm）、アシッドフリー、リグニンフリー
ベーシックグレー、ブラックベリー・ブリス、ダフォディル・ディライト、ラブリーリップスティック、ミントマカロン、オールドオリーブ、ペタルピンク、プリティーピーコック、パープルポージー、ウィスパーホワイト

ハンドバッグやシューズなど、 
ファッションに欠かせない 
モチーフで、プロジェクトを 
素敵に飾りましょう。

BEST DRESSED    
SUITE （一括購入）
フォトポリマー ❖ 153926 
¥11,670（税込 ¥12,837）
一括購入コードでオーダーすると、コーディネート 
されたSUITE製品が一度にご注文いただけます。
一括購入コードには、このページに掲載している
製品が１つずつ含まれています。お好きなインク、
カードストック、接着ツール（年間カタログ参照）を
用いてプロジェクトを完成させましょう。

+

*stampinup.com/store_ jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。
**エンベロップサイズによって郵便料金が異なります。詳しくは、郵便局にお問い合わせください。

BEST DRESSED
SUITE

ブラックベリー・ブリス

ミントマカロン

オールドオリーブ

プリティーピーコック

パープルポージー

ペタルピンク

ラブリーリップスティック

ダフォディル・ディライト
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ドレスド・トゥー・インプレス
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DRESSED TO IMPRESS  ❖ 151666 ¥2,590 （税込 ¥2,849） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、G ❖ フォトポリマースタンプ 16種

 オール・ドレスド・アップ・ダイとコーディネートできます。

オール・ドレスド・アップ・ダイ 
151665 ¥5,040（税込 ¥5,544）
ダイ 15種、イメージ最大サイズ：5-1/2 x 5インチ（14 x 12.7 cm） 
このダイの使用にはダイカットとエンボスができるマシンが必要です。

ドレスド・トゥー・インプレス・バンドル 
ドレスド・トゥー・インプレス・スタンプセット + オール・ドレスド・アップ・ダイ

フォトポリマー ❖ 153832 ¥6,860（税込 ¥7,546）

Dressed to Impress Bundle

オール・ドレスド・アップ・ 
ダイでつくれるハンド 
バッグは、3 x 3インチ 

（7.6 x 7.6 cm）の 
カードが入るように 
デザインされています。

© 2019 STAMPIN’ UP! 56



MUSIC FROM THE HEART  ❖ 151674 ¥2,450 （税込 ¥2,695） 
推奨ブロックサイズ：A、B、D、H ❖ フォトポリマースタンプ 19種

ミリオンセールス達成者Dawn Olchefskeプロデュース製品

ミュージック・フロム・ザ・ハート

Stampin’ Up!では様々なコーディネート製品を 
ご用意しております。各製品はコーディネートし 
やすいようにデザインされていますので、組み合わせる 
だけで簡単に素敵なプロジェクトがつくれます。 
年間カタログやstampinup.com/store_jpで、 
全ての製品をチェックしてみましょう。

COORDINATED

年間 P. 
163

年間 P. 
162

年間 P. 
162

P. 
33

年間 P. 
176 

A4カードストック・ 
カリプソコーラル 
124392 ¥1,260 （税込 ¥1,386）

年間 P. 
173

ネイチャーズトワイン 
146342 ¥1,290 （税込 ¥1,419）

A4カードストック・ 
ダフォディル・ディライト 
121680 ¥1,260 （税込 ¥1,386）

クラッシックSTAMPIN' PAD・ 
ダフォディル・ディライト 
147094 ¥1,070 （税込 ¥1,177）

デザイナーシリーズ・ペーパー・ 
バースディ・ボナンザ 
151313 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

ファセットジェム・フラワー 
149479 ¥1,150 （税込 ¥1,265）
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巧みにデザインされた各種アイテムで、誰でもすぐにクラフトをお楽しみいただけます。お手ごろ 
価格のStampin’ Up!のキット製品は、汎用性が高くクリエイティブの幅が広がります。皆で 
集まってキットでのプロジェクトづくりを楽しんだり、キットを大切な人達とシェアして、新しい 
コミュニティをつくりましょう。他のキット製品は年間カタログ（P. 200–203）をご覧ください。

ALL-INCLUSIVE KITS 
プロジェクトに必要なアイテムが全て揃ったオールインクルーシブ・キット。クラフトを 
始めたばかりの方や、プレゼントにも最適です。別途、お好みの接着ツールをご用意ください。 

MINI COLLECTION 
プロジェクトづくりのイマジネーションが膨らむコーディネートされた限定アイテムが 
揃ったミニコレクション。

PROJECT KITS 
凝ったデザインのプロジェクトづくりに必要なアイテムが揃ったプロジェクトキット。 
友人たちと集まってつくるのに最適です。プロジェクトを完成させるには、追加で必要な 
製品がございます。
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151304 ¥3,890（税込 ¥4,279） 
簡単に、どんなオケージョンにも使える素敵なカードをつくりましょう。 
クラフトを始めたばかりの方や忙しい方、活躍中のクラフターにも最適な 
キットです。キットに含まれているスリーチアーズ・フォー・ユー・スタンプセットを 
使って12枚（デザイン4種 x 各3枚）のカードがつくれます。キットには 
6 x 4-3/4 x 1-13/16インチ（15.2 x 12.1 x 4.6 cm）のデザイン 
ボックスも含まれています。折りたたみカードサイズ：5-1/2 x 4-1/4インチ 

（14 x 10.8 cm）、お好みの接着ツール（年間 P. 183）で完成させましょう。
コッパー、クラフト、ナイトオブネイビー、シーサイドスプレー、テラコッタタイル、ホワイト

スリーチアーズ・フォー・ユー・スタンプセット

*エンベロップサイズによって郵便料金が異なります。詳しくは、郵便局にお問い合わせください。

All–Inclusive Kit* カード12枚分

カードキット・スリーチアーズ・フォー・ユー*
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SERIOUSLY THE BEST ❖ 151712 ¥2,730 （税込 ¥3,003） 
推奨ブロックサイズ：B、D、H ❖ クリングスタンプ 8種

シリアスリー・ザ・ベスト

Gather! プロジェクトを完成させるには下記の 
製品が必要です。
• シリアスリー・ザ・ベスト・スタンプセット
• クラッシックStampin' Pad （プリティーピーコック、 

テラコッタタイル）（年間P. 164）
• SNAIL Adhesive（スネイル・アドヒーシブ)、 

Stampin’ Dimensionals （年間P. 183）

*エンベロップサイズによって郵便料金が異なります。詳しくは、郵便局にお問い合わせください。

151307 ¥4,320（税込 ¥4,752）

カードを自分用としてつくって楽しめるほか、完成したカードを 
ボックスに入れてそのままプレゼントすることもできます。16枚 

（デザイン4種 x 各4枚）のカードがつくれます。キットには 
6-5/8 x 5-3/8 x 3インチ（16.8 x 13.7 x 7.6 cm）のデザイン 
ボックスも含まれています。スタンプセット、インク、接着ツールは 
別売です。折りたたみカードサイズ：4-1/4 x 5-1/2インチ

（10.8 x 14 cm）
バーミーブルー、ゴールド、マンゴーメロディー、ミントマカロン、 
プリティーピーコック、テラコッタタイル

カード16枚分

プロジェクトキット・シリアスリー・ザ・ベスト*
Project Kit*
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COMPONENTS

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのペーパーデザインをご覧いただけます。

ボタニカルプリント・スタンプセット

151301 ¥10,070（税込 ¥11,077） 
スタンプやペーパー、ダイ、アクセサリーを活用して、素敵なカードを 
つくりましょう。ミニコレクションにはスタンプセット（クリングスタンプ 
6種）、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 
48枚（両面デザインシート6種* x 各8枚）、ダイカットアクセント4シート 

（デザイン2種 x 各2シート）、オーバーレイ用の3-11/16 x 5インチ 
(9.4 x 12.7 cm)・レーザーカット4枚（デザイン2種 x 各2枚）、  
1/4インチ(6.4 mm)・ツイルリボン・オールドオリーブ：全長10ヤード 

（9.1 m）、コッパーでカラーリングされたメタル製のエンベリッシュメント・ 
ビー12個：1/2インチ（1.3 cm）、 ボタニカルプリント・ダイ（7種、 
ダイカットとエンボスができるマシンが必要です）が含まれています。 
クリアブロック（推奨ブロックサイズ：C、D）は別売です。
ベーシックブラック、コッパー, クラッシュド・カリー、オールドオリーブ、 
プリティーピーコック、テラコッタタイル 、ホワイト

BOTANICAL PRINTS 
Mini Collection
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Stampin’ Up!の各種キットに含まれている 
スタンプセットを活用して、クリエイティブの 
幅を広げましょう。P. 62-63で紹介している 
サンプルは、キット内スタンプセットを使用した 
ものです。キット用にデザインされたスタンプ 
セットも、アレンジ次第で様々なデザインに 
活用できます。

完成したプロジェクトは、ハッシュタグ 
#stampinupkitsと共にお好きなSNS 
等に投稿して、アイディアをシェアしましょう！ 

ルッキングアップ・スタンプセット ❖ 年間 P. 202

149651 ¥3,880 （税込 ¥4,268）
カードキット・ルッキングアップに含まれています。

151301 ¥10,070 （税込 ¥11,077）
Botanical Prints Mini Collectionに含まれています。

ボタニカルプリント・スタンプセット ❖ P. 61

ロッツ・オブ・ハッピー・スタンプセット ❖ 年間 P. 202

146388 ¥5,030 （税込 ¥5,533）
カードキット・ロッツ・オブ・ハッピーに含まれています。
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ノート・オブ・カインドネス・スタンプセット ❖ 年間 P. 202

148266 ¥5,030 （税込 ¥5,533）
カードキット・ノート・オブ・カインドネスに含まれています。

フォー・ザ・ラブ・オブ・フエルト・スタンプセット ❖ 年間 P. 201

149507 ¥2,880 （税込 ¥3,168）
プロジェクトキット・フォー・ザ・ラブ・オブ・フエルトとコーディネートできます。

151712 ¥2,730 （税込 ¥3,003）
プロジェクトキット・シリアスリー・ザ・ベストとコーディネートできます。

シリアスリー・ザ・ベスト・スタンプセット ❖ P. 60

151304 ¥3,890 （税込 ¥4,279）
カードキット・スリーチアーズ・フォー・ユーに含まれています。

スリーチアーズ・フォー・ユー・スタンプセット ❖ P. 59
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汎用性が高いデザイナーシリーズ・ペーパーを活用しましょう。ペーパーに 
直接スタンプやカラーリングをしたり、チェック柄にフラワーを組み合わせ 
たり、パンチでカットしてデザインピースをつくったり、左記のサンプルを 
参考に、いろいろなアレンジを試してみましょう。

エンベリッシュメントはあらゆる方法でアレンジできます。ファセットジェムを
シェイカーカードの中に入れたり、トワインにポンポンを接着し、バナーのよ
うな飾りにしたり、リボンにStampin' Blendsマーカーでカラーリングを 
施し、カスタマイズして楽しむこともできます。

SUITE製品を単品で使用し、新しく斬新なスタイルのプロジェクトづくりに挑戦して 
みましょう。お好きなSUITEの製品を他の製品と自由に組み合わせて、オリジナルの 
デザインを楽しんでみてください。スタンピング仲間の参考となるよう、オリジナルの 
アイディアをハッシュタグ#stampinupsuitesと共にお好きなSNS等に投稿しましょう！

PAPER

P. 
39

P. 
9

デザイナーシリーズ・ペーパー・トロピカル・オアシス 
151252 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

ファセットジェム・フロム・マイ・ハート 
151154 ¥860 （税込 ¥946）

P. 
47

P. 
33

デザイナーシリーズ・ペーパー・カントリークラブ 
151314 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

ポンポン・アソートメント 
151310 ¥790 （税込 ¥869）

P. 
55

P. 
25

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・ベストドレスド 
151319 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

1/4インチ(6.4 MM)・クリンクルド・シーム 
バインディングリボン・ウィスパーホワイト 
151326 ¥1,080 （税込 ¥1,188）

EMBELLISHMENTS
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ダイとパンチでデザインの幅を広げましょう。パンチパック・ハートで 
フラワーをつくったり、ハンドバッグのダイカットをミニビーチバッグに 
アレンジしたり、ラベルをダイカットしてパッケージのトッパーにしたり、 
工夫次第で従来とは違うデザインも楽しめます。

DIES & PUNCHES

EMBOSSING FOLDERS

PACKAGING
素敵な各種パッケージもアレンジして活用しましょう。ノートカード＆ 
エンベロップはお好きなバンドルとコーディネートできます。ホイルティン・ 
ハートには可愛いデコレーションを施してみましょう。セロファンバッグを 
カットして、プロジェクトにレイヤーすることもできます。

エンボスフォルダーを活用すれば、シンプルなデザインでも、凝った印象を 
与えることができます。スタンプしたバックグラウンドにエンボスし、さらに 
テクスチャーを加えたり、フォルダーにインクをつけてからマシンに通すことで、 
パターン模様をより際立たせたり、フラワーイメージに幾何学的なデザインの 
フォルダーを組み合わせて、面白いデザインを完成させるなど、アレンジ次第で 
様々な効果を楽しめます。

P. 
55

P. 
47

3 X 3インチ(7.6 X 7.6 CM)・ 
ノートカード＆エンベロップ・ベストドレスド 
151322 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

3Dエンボスフォルダー・アブソルートリー・アーガイル 
151590 ¥1,430 （税込 ¥1,573）

P. 
9

ホイルティン・ハート 
151190 ¥1,300 （税込 ¥1,430）

P. 
15

3Dエンボスフォルダー・パリジャン・フローリッシュ 
151474 ¥1,430 （税込 ¥1,573）

P. 
33

7.6 X 22.9 CM・ 
プリント・マチ付きセロファンバッグ 
151312 ¥1,010 （税込 ¥1,111）

P. 
39

3Dエンボスフォルダー・コースタルウィーブ 
151503 ¥1,290 （税込 ¥1,419）

P. 
10

P. 
56

パンチパック・ハート 
151292 ¥4,890 （税込 ¥5,379）

オール・ドレスド・アップ・ダイ 
151665 ¥5,040 （税込 ¥5,544）

P. 
26

ペインテッドラベル・ダイ 
151605 ¥5,040 （税込 ¥5,544）
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ラスト・ア・ライフタイム・スタンプセット + ラスティング・エレガンス・ダイ
クリング ❖ 153736 ¥7,380 （税込 ¥8,118）

ソー・センチメンタル・スタンプセット + ソー・スウィートリー・ステッチド・ダイ 
クリング ❖ 153828 ¥7,000 （税込 ¥7,700）

素敵なデザインのカードを見つけたら、そのコンセプトを 
ギフト用パッケージやホームデコ、スクラップブッキングに 
応用することで、一つのデザインを4通りに活用できます。 
お好きなスタンプやツールを使った様 な々タイプのプロジェクト 
アイディアを考えてみましょう。P. 66-67にて紹介している 
各種応用アイディアもご参考ください。

各種プロジェクトをハッシュタグ#stampinupideasと 
共にお好きなSNS等に投稿して、スタンピング仲間に 
デザインの活用法をシェアしましょう。

ソー・センチメンタル・バンドル ❖ P. 20 ラスト・ア・ライフタイム・バンドル ❖ P. 18
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バイ・ザ・ドック・スタンプセット + ドックサイド・ダイ
クリング ❖ 153817 ¥6,090 （税込 ¥6,699）

背景用スタンプ 1種
クリング ❖ 151612 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

タイムレス・チューリップ・スタンプセット + チューリップ・ビルダーパンチ
フォトポリマー ❖ 153793 ¥4,660 （税込 ¥5,126）

ブレステイキング・ブーケ・スタンプセット ❖ P. 31 バイ・ザ・ドック・バンドル ❖ P. 49 タイムレス・チューリップ・バンドル ❖ P. 43
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Stampin’ Up!では、このカタログ以外にも素敵な製品をご用意しております。年間カタログ掲載製品や 
Autumn/Winterカタログからの販売継続製品、キャンペーン製品など、このページで紹介している 
製品を含む全ての製品ラインアップはオンラインストアstampinup.com/store_jpにてご覧いただけます。

WEB ハーベスト・ハロー・スタンプセット 
クリング ❖ 150581 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

年間 P. 
101

ワイルドリー・ハッピー・スタンプセット 
クリング ❖ 149408 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

WEB タグ・タグ・タグ・スタンプセット 
フォトポリマー ❖ 150508 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

WEB アップル・ビルダーパンチ 
150663 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

年間 P. 
174

5/8インチ(1.6 CM)・ 
オーガンジー・ストライプリボン・ペタルピンク 
149441 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

WEB トリオ・オブ・タグ・ダイ 
150667 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

年間 P. 
104

ウィグルウォーム・スタンプセット 
フォトポリマー ❖ 149415 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

年間 P. 
197

ワードウィッシュ・ダイ 
149629 ¥5,180 （税込 ¥5,698）

WEB デコレーションマスク・ 
ベーシックパターン 
150697 ¥860 （税込 ¥946）
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メイク・ア・スプラッシュ・スタンプセット
（コーディネーター限定）
151708 ¥1,440 （税込 ¥1,584）

シリアスリー・ザ・ベスト・スタンプセット
151712 ¥2,730 （税込 ¥3,003）

ミュージック・フロム・ザ・ハート・ 
スタンプセット
151674 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

マウンテンエア・スタンプセット
151610 ¥2,880 （税込 ¥3,168）

ドゥ・ザ・インポッシブル・スタンプセット
151660 ¥2,880 （税込 ¥3,168）

ドレスド・トゥー・インプレス・ 
スタンプセット
151666 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

クラブハウス・スタンプセット
151583 ¥2,730 （税込 ¥3,003）

フル・オブ・ハピネス・スタンプセット
151539 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

ウエルカム・イースター・スタンプセット
151559 ¥2,880 （税込 ¥3,168）

イースタープロミス・スタンプセット
151544 ¥2,730 （税込 ¥3,003）

バイ・ザ・ドック・スタンプセット
151622 ¥3,170 （税込 ¥3,487）

アウトドア・バーベキュー・スタンプセット
151553 ¥2,730 （税込 ¥3,003）

スペシャルサムワン・スタンプセット
151643 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

アンダー・マイ・アンブレラ・ 
スタンプセット
151518 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

レイヤード・ウィズ・カインドネス・ 
スタンプセット
151655 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

タイムレス・トロピカル・スタンプセット
151497 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

ウィッティシズム・スタンプセット
151686 ¥3,170 （税込 ¥3,487）

ボナンザ・バディー・スタンプセット
151567 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

ビューティフル・モーメンツ・スタンプセット
151677 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

ビューティフリー・ブレイデッド・ 
スタンプセット
151637 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

ハニービー・スタンプセット
151527 ¥2,880 （税込 ¥3,168）

パーフェクトリー・フレームド・ 
スタンプセット
151668 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

バースディ・ジュビリー・スタンプセット
151571 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

ピースフル・モーメンツ・スタンプセット
151595 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

ペインテッドポピー・スタンプセット
151599 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

マイ・メドー・スタンプセット
151650 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

ポジティブソーツ・スタンプセット
151490 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

フレンチ・カントリーサイド・スタンプセット
151702 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

モーニング・スター・スタンプセット
151699 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

ソー・センチメンタル・スタンプセット
151691 ¥3,170 （税込 ¥3,487）

パリジャン・ビューティー・スタンプセット
151466 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

フォーエバー・ブロッサム・スタンプセット
151457 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

ラスト・ア・ライフタイム・スタンプセット
151479 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

ソー・インバイティング・スタンプセット
151485 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

ハートフエルト・スタンプセット
151417 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

P. 
10

ハート・トゥー・ハート・スタンプセット
151427 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

P. 
12

グレイスズ・ガーデン・スタンプセット
151513 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

P. 
13

P. 
16

P. 
17

P. 
18

P. 
19

P. 
27

P. 
26

P. 
23

P. 
22

P. 
23

P. 
21

P. 
20

P. 
28

ラベル・ミー・ボールド・スタンプセット
151631 ¥2,450 （税込 ¥2,695）

P. 
36

P. 
29

P. 
36

P. 
30

P. 
37

P. 
31

P. 
40

ブレステイキング・ブーケ・背景用スタンプ
151612 ¥2,300 （税込 ¥2,530）

P. 
31

P. 
41

P. 
42

P. 
34

P. 
35

タイムレス・チューリップ・スタンプセット
151534 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

P. 
43

ペダル・トゥー・ザ・メタル・スタンプセット
151591  ¥2,590 （税込 ¥2,849）

P. 
50

P. 
50

P. 
73

P. 
60

P. 
49

P. 
57

P. 
56

P. 
48

P. 
45

サンクス・フォー・ザ・ラフ・スタンプセット
151670 ¥3,020 （税込 ¥3,322）

P. 
11

P. 
45

P. 
52

P. 
44

P. 
51

このカタログに掲載している全製品を一覧でご覧いただけます。
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ペーパートリマー
152392 ¥3,600 （税込 ¥3,960）
カッティングブレード・マルチパック
152391 ¥1,730 （税込 ¥1,903）

ペインテッドラベル・ダイ
151605 ¥5,040 （税込 ¥5,544）

オール・ドレスド・アップ・ダイ
151665 ¥5,040 （税込 ¥5,544）

ガーデン・ゲートウェイ・ダイ
151512 ¥5,040 （税込 ¥5,544）

ディテールド・ハート・ダイ
151440 ¥4,170 （税込 ¥4,587）

チェリーブロッサム・ダイ
151456 ¥5,180 （税込 ¥5,698）

パリジャン・ダイ
151463 ¥3,890 （税込 ¥4,279）

ラスティング・エレガンス・ダイ
151475 ¥4,890 （税込 ¥5,379）

ソー・スウィートリー・ステッチド・ダイ
151690 ¥4,610 （税込 ¥5,071）

イン・ザ・トロピックス・ダイ
151495 ¥5,040 （税込 ¥5,544）

ジュビリービューティー・ダイ
151576 ¥4,320 （税込 ¥4,752）

ボナンザ・ダイ
151566 ¥3,740 （税込 ¥4,114）

ディテールド・ビー・ダイ
151526 ¥3,740 （税込 ¥4,114）

ポピーモーメンツ・ダイ
151594 ¥5,320 （税込 ¥5,852）

ゴルフクラブ・ダイ
151580 ¥3,890 （税込 ¥4,279）

ドックサイド・ダイ
151618 ¥3,600 （税込 ¥3,960）

マジェスティック・マウンテン・ダイ
151608 ¥5,180 （税込 ¥5,698）

P. 
40

P. 
35

P. 
34

P. 
30

P. 
16

P. 
17

P. 
18

P. 
20

P. 
13

P. 
12

P. 
26

P. 
27

P. 
48

P. 
49

P. 
53

P. 
56

ラベル・ミー・ファンシー・パンチ
151297 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

ラベル・ミー・ラブリー・パンチ
151296 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

ブレイデッド・ボーダーパンチ
151294 ¥3,310 （税込 ¥3,641）

パンチパック・ハート
151292 ¥4,890 （税込 ¥5,379）

チューリップ・ビルダーパンチ
151295 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

アンブレラ・ビルダーパンチ
151293 ¥2,590 （税込 ¥2,849）

P. 
10

P. 
29

P. 
41

P. 
41

P. 
42

P. 
43

3/8インチ(1 CM)・ダブルステッチ・ 
サテンリボン・リアルレッド
151155 ¥1,080 （税込 ¥1,188）

5/16インチ(8 MM)・ 
ブレーデッド・バーラップトリム
151254 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

1/4インチ(6.4 MM)・メタリック・ 
エッジリボン・ペタルピンク
151194 ¥1,010 （税込 ¥1,111）

1/4インチ(6.4 MM)・クリンクルド・ 
シームバインディングリボン・ 
ウィスパーホワイト
151326 ¥1,080 （税込 ¥1,188）

1/4インチ(6.4 MM)・ルーシュドリボン・ 
ダフォディル・ディライト
151311 ¥1,080 （税込 ¥1,188）

カントリークラブ・トワイン・ 
コンボパック
151318 ¥1,300 （税込 ¥1,430）

1/8インチ(3.2 MM)・シアーリネンリボン・ 
ミントマカロン
151321 ¥860 （税込 ¥946）

P. 
9

P. 
15

P. 
25

P. 
33

P. 
39

P. 
47

P. 
55

3Dエンボスフォルダープレート
149658 ¥1,440 （税込 ¥1,584）

P. 
11

P. 
45

3Dエンボスフォルダー・ 
パリジャン・フローリッシュ
151474 ¥1,430 （税込 ¥1,573）

3Dエンボスフォルダー・ 
アブソルートリー・アーガイル
151590 ¥1,430 （税込 ¥1,573）

3Dエンボスフォルダー・コースタルウィーブ
151503  ¥1,290 （税込 ¥1,419）

P. 
15

P. 
39

P. 
47

STĀZONインク・サドルブラウン
パッド・151508 ¥1,150 （税込 ¥1,265）
レフィル・152820 ¥860 （税込 ¥946）

P. 
39

EMBOSSING FOLDERS

DIES

PUNCHES

RIBBON & TRIM

TOOLS INK
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スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・パリジャン・ブロッサム
151192 ¥2,090 （税込 ¥2,299）

P. 
15

スペシャル・デザイナーシリーズ・ペーパー・フロム・マイ・ハート
151189 ¥2,090 （税込 ¥2,299）

P. 
9

ハート・ドイリー
151191 ¥790 （税込 ¥869）

ファセットジェム・フロム・マイ・ハート
151154 ¥860 （税込 ¥946）

ポンポン・アソートメント
151310 ¥790 （税込 ¥869）

トロピカル・オアシス・トリンケット
151253 ¥1,080 （税込 ¥1,188）

ベーシックジュエル・ラインストーン・シャンパン
151193 ¥860 （税込 ¥946）

カントリークラブ・エレメント
151315 ¥860 （税込 ¥946）

セクイン・ピースフルポピー
151325 ¥1,010 （税込 ¥1,111）

タッセル・ベストドレスド
151320 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

ピースフルポピー・エレメント
151327 ¥940 （税込 ¥1,034）

P. 
9

P. 
9

P. 
15

P. 
25

P. 
25

P. 
33

P. 
39

P. 
47

P. 
55

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・ベストドレスド
151319 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

デザイナーシリーズ・ペーパー・カントリークラブ
151314 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

MEMORIES & MORE・カードパック・トロピカル・オアシス
151255 ¥1,580 （税込 ¥1,738）

P. 
39

3 X 3インチ(7.6 X 7.6 CM)・ノートカード＆エンベロップ・ベストドレスド
151322 ¥1,150 （税込 ¥1,265）

P. 
55

デザイナーシリーズ・ペーパー・ピースフルポピー
151324 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

P. 
25

P. 
47

デザイナーシリーズ・ペーパー・バースディ・ボナンザ
151313 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

P. 
33

P. 
55

デザイナーシリーズ・ペーパー・トロピカル・オアシス
151252 ¥1,650 （税込 ¥1,815）

P. 
39

カードキット・スリーチアーズ・フォー・ユー 
151304 ¥3,890 （税込 ¥4,279）

プロジェクトキット・シリアスリー・ザ・ベスト
151307 ¥4,320 （税込 ¥4,752）

BOTANICAL PRINTS MINI COLLECTION
151301 ¥10,070 （税込 ¥11,077）

7.6 X 22.9 CM・プリント・マチ付きセロファンバッグ
151312 ¥1,010 （税込 ¥1,111）

P. 
33

ホイルティン・ハート
151190 ¥1,300 （税込 ¥1,430）

P. 
9

P. 
59

P. 
60

P. 
61

*stampinup.com/store_jpで製品コードを入力して検索すると、全てのデザインをご覧いただけます。

PAPER*

ACCENTS & EMBELLISHMENTS

KITSPACKAGING
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クラスやパーティーの参加者を 
集めるコーディネーターに 
なりませんか？コーディネートした 
グループのご注文合計が所定の 
金額に達するとStampin’リワードを 
受け取ることができ、カタログ製品や 
コーディネーター限定スタンプセット 

（P. 73、年間P. 205-207）の購入に 
充てることができます。詳細は、 
担当のデモンストレーターに 
ご相談ください。

STAMPINUP.COM/COORDINATOR

気の合う仲間と集まり

スタンピングコミュニティを作って

大好きなことをシェアしましょう
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コーディネーター限定

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%

*STAMPIN’ リワードは、カタログ製品（50%オフアイテムを除く）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スタンプセットとツールのバンドル（P. 3-7を 
ご参照ください）です。スタンプセットとツールのバンドルセットを含むSUITEの一括購入コードは、50％オフではご注文いただけません。

コーディネーターが開いたクラスのグループのご注文合計が所定の金額に達すると、 
コーディネーターの方には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。詳しくは、担当のデモンストレーターにお問い合わせいただくか、 
stampinup.com/coordinatorをご覧ください。

MAKE A SPLASH ❖ 151708 ¥1,440 （税込 ¥1,584：通常税抜価格 ¥2,450相当） 
推奨ブロックサイズ：A、B、C、D、E、G ❖ フォトポリマースタンプ 15種

 メイク・ア・スプラッシュ
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Stampin’ Up!のデモンストレーターはフレキシブルな時間で楽しみながら、 
お客様に製品オーダーのアドバイスおよび販売をし、実際につくるお手伝いを 
する仕事です。セールスの実績に応じて報酬を受け取ることができるだけで 

なく、全ての製品を割引価格でお求めいただけます。デモンストレーターとして 
Stampin’ Up!ファミリーに仲間入りして、スタンピングを通じて新たな 

人間関係を築いてみませんか？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（特定負担）は、今すぐ簡単なクラスを開けるアイテムが 

揃った、ビジネスのスタートに役立つセットになっています。 
製品とビジネスツールのセットで14,450円（送料、税込）となります。

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。

STAMPINUP.COM/JOIN_JP

登録に関する 
パンフレットを 
ご希望の方は 
デモンストレーター 
までお問い合わせ 
ください。

コミュニティを
楽しむ

大好きなことを仕事に

自分らしく
働き方はフレキシブル
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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! Japan （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stampin.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! Japan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。オンラインで 
オーダーされた方は、ご自身で注文書を印刷してください。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をご覧ください。

商標について
Wink of Stellaは株式会社呉竹の登録商標です。Distinktive、Reversiblesは 
Stampin’ Up!の商標です。Aqua Painter、Inspire. Create. Share.、SNAIL Adhesive、 
Stamparatus、Stampin’ Dimensionals、Stampin’ Pad、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。Distinktive、Reversibles、Stamparatusは特許出願中です。

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、2020年1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。
・ 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、販売期間および価格を予告なく変更、また製品の販売を 

 終了する場合があります。
・ カタログ発行2020年1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

Making a difference （社会奉仕）はStampin’ Up!の日常の一部です。社会奉仕とは誰かをサポートするということだけでなく、私たちがどう 
在るのかということに意義があるのです。皆さんにも、自分の周りにいる人達により良い明日を迎えてもらうために出来ることがあると思います。 

ハンドメイドカードをシェアしたり、サービスや教育、寄付を通じてコミュニティに還元するなど、私たちにできる活動の可能性は無限に広がっています。

ハッシュタグ#SUdifferencemakerと共に、皆さまの活動をSNS等でシェアしてください。

STAMPINUP.COM/MAKINGADIFFERENCE_JP

youtube.com/stampinupjapan

pinterest.com/stampinupjapan

facebook.com/stampinupjapan

instagram.com/stampinupjapan

SOCIAL MEDIA
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SUITE全製品を簡単オーダー

一面に広がる美しいポピーが印象的なPeaceful 
Poppies suite（P. 24-27）は年中楽しめるオススメの 
デザインです。一括購入コードでオーダーすると、 
SUITEの全製品を一度にご注文いただけます。 
また、SUITEの各種製品は、単品でお買い求めいただく 
こともできます。全てのSUITEは一括購入コードで 
オーダーいただけます。
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PEACEFUL POPPIES SUITE（一括購入）
クリング ❖ 153938 ¥19,690 （税込 ¥21,659）

カタログ有効期限:2020年1月7日－2020年6月2日
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。

STAMPINUP.CO.JP・0120-912-762（平日 9:15-17:00）JAPAN

参考価格／1部 ¥176 （税込）


