
Product Catalog 2019
Autumn & Winter

0120-686-167（お客様お問合せ専用）
月～金　9：00～17：30（土・日・祝を除く）

担当アルバム・アドバイザー

クリエイティブ メモリーズの製品のご注文は、
アルバム・アドバイザーが承ります。
また、お客様ショッピングサイトからも
製品を直接ご注文いただけます。
詳細は、アルバム・アドバイザーまでおたずねください。
お近くのアルバム・アドバイザーをお探しの方、
教室に行ってみたいと思う方、
アルバム・アドバイザーになることにご興味がある方は
クリエイティブ メモリーズまでお問合せください。

CREATIVE MEMORIES GROUP

1部 ￥300（税別価格） 2019年10月現在

クリエイティブ メモリーズの製品は正
規のアルバム・アドバイザーまたは公式
サイトよりご購入ください。正規のルー
ト以外からのご購入は品質の保証並び
に交換などの対象外となります。
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笑った顔、泣いた顔、怒った顔、寝顔……。  
子どもと過ごす日々は、その一瞬一瞬がたからもの。
その思いを、子どもたちにちゃんと伝えて、残していますか？
デジカメやスマホで撮った思い出は、ついそのまま眠らせてしまいがち。
そんな写真をプリントして、思いを書き添えて、自分らしく飾り付ける。
私たちクリエイティブ メモリーズは、みんながいつでも読み返して、
幸せな気持ちになれるアルバム作りを応援します。

さあ、一緒に「アルバムのある暮らし」を始めましょう。
クリエイティブ メモリーズの公認アルバム・アドバイザーが、
あなたのアルバム作りをお手伝いします。

「大好きだよ」「応援してるよ」「見守ってるよ」
大切な人に愛情表現していますか？
日本の皆さんこんにちは！　今日もアルバム作りを楽しんでいますか？
私の2人の息子たちは、私が作った大学卒業記念のアルバムを持って世界
に飛び立っていきました。愛する息子と離れてみると、いつもそばにいた毎
日が、いかにかけがえのない時間だったのかわかりますね。
でも離れていても息子たちは、アルバムに記された私からの愛情や励まし
の言葉を常に見返していると言っています。
アルバムに込めたメッセージは、空間も時間も越えて、いつでも大切な人に愛情を伝え続けてくれる。
自分は愛されている、大丈夫、という自信の源になってくれるものです。
皆さん、大切な人の未来へ、愛する気持ち、励ましの言葉を残しましょう。あなたがまいた愛情の種は
必ず大きく育って、未来の子どもたちの糧となります。私たちクリエイティブ メモリーズのアルバムは、
タイムカプセルのように現在の想いと写真を色鮮やかなまま未来へ伝えます。この素晴らしいアルバ
ムを手にする子どもが一人でも増えることを心より願っています。

オーナー・会長　ケレブ ヘイホール

ページに入れたい写真と、合わせたいペーパーを選びます。
必要に応じて写真とペーパーをカットします。

写真やペーパーを台紙に貼ります。 写真にまつわるコメントを書き込みます。台紙にデザインが
印刷されているF2F（ファスト トゥー ファビュラス）でシンプ
ルに仕上げたい方はこのステップで終わってもOK。もう少し
アクセントをつけたい場合は、ステップ4にお進みください。

スティッカーを貼ったり、タイトルを付けたりしてページ
を仕上げます。エンバリッシュメントやパンチで抜いた
ペーパーをアクセントとしてプラスすることもできます。
お好みに合わせてお楽しみください。

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4

写真とペーパーを選んでカット 台紙に貼る ジャーナリング（コメント書き） 飾る

ステップ4

クリエイティブ メモリ
ーズのアルバム台紙は

、アシッドフリー（注1）、
リグニンフ

リー（注2）はもちろん、
炭酸カルシウムによる

緩衝処理（注3）を施して
おり、大切

な写真を劣化させず
に美しいまま長期保存

していただけます。何
度も見返す

アルバムだからこそ、
クリエイティブ メモリ

ーズはフォト・セーフ
な品質にこ

だわった製品を皆様に
お届けしているのです

。

そのため、アルバムの
開け閉めを1万回繰り

返し耐久性の確認をし
たり、時間

の経過による劣化が無
いか６ケ月で10年～2

0年後の状態を人工的
に作る機

器を使って検査をし
たり、ペンがいつまで

も滑らかに書けるよ
うオートマ

ティック ペン ライタ
ーという機械で試験

を重ねるなど、厳しい
テストを行っ

ています。クリエイテ
ィブ メモリーズのフォ

ト・セーフマークはお
子様が大人

になって家族を持って
もずっと写真が色褪せ

ず、手書きのジャーナ
リング（コ

メント）も書いた時の
状態で読んでいただ

く事ができる「長期保
存に適した

アルバム製品」の証で
す。

クリエイティブ メモリ
ーズの

フォト・セーフ クオリテ
ィ

（注１）アシッドフリ
ー：ペーパー等に含ま

れる酸を取り除き、中
性にする事。

（注２）リグニンフリ
ー：紙の原料であるパ

ルプに含まれるリグニ
ンを取り除く事。リグ

ニンをそのままにして

おくと、紙や写真が黄
ばむ原因となります。

（注３）炭酸カルシウ
ムによる緩衝処理：酸

を中和する成分であ
る炭酸カルシウムを緩

衝剤（中和する成分）
と

してペーパーに含んで
いる事。緩衝処理が施

されていないと、空気
中など周りの環境に

含まれる酸の

影響を受け、経年変化
（年数による劣化）が

早く進みます。

クリ
エイ
ティブ メモリーズの

子ども達のひざの上
にアルバムを

LOVE + THANKS ＝
 フォト・アルバム

アルバム作りは
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「一歩を踏み出す子どもたちの背中を押す
アルバムを作り続けたい」

育児日記がわりに始めたアルバム作り

「わたし、がんばったよ」と誇らしげに

My Album Story

鹿児島県／森園 美沙　アルバム・アドバイザー 「親の手書きの文字は、子どもにとって
懐かしくあたたかいものなのかもしれません」

アルバムは私にとって絵本のような存在

「お母さんの文字を見たら泣けてきた」

兵庫県／末原 昌子　アルバム・アドバイザー

初めての子育てがスタートして、育児日記がわりに作り
はじめたアルバム。子どもと一緒に過ごすすべての出来
事が私にとっても“初めて記念”でした。
大好きだよ。いつもそばで見守っているよ。
母として伝えたい想いをつづったわが家の歴史アルバ
ムは、子どもたちへの応援アルバムにもなっています。
何でも器用にこなす優しいお兄ちゃんと、好奇心旺盛
でムードメーカーな妹。小さな反抗期もあるけれど、新
しいページが出来るととっても嬉しそうにながめ、「こ
のとき、すっごく緊張したんだよねー」とか「ママ、こん
な風に思ってたんだねー」と兄妹で話しながら、ジャー
ナリングもしっかりと読んでくれます。

娘が幼稚園の頃。いつもママと離れられず、行事などで
も泣いてしまい、園の相撲大会に参加できない年があ

りました。
ある日、家でアルバムを見ているときに「去年はお相撲
の写真撮れなかったけれど、今度は幼稚園最後だから
チャレンジしてみない？頑張ってるところ、ママもアル
バムに残したいなあ」と声をかけてみました。
すると、そのことを覚えていてくれたのか、年長さんの
最後の相撲大会は頑張って相撲をとることができまし
た！！　娘もとても誇らしかったのでしょう、緊張しな
がらも頑張る顔をおさめたページを「わたし、がんばっ
たよ」と嬉しそうに家族や友達にも見せていました。
それからもずっと、子どもたちは心がモヤモヤすると
き、困難にぶつかったときにはアルバムを開いて、心癒
されたり、気持ちを落ち着けたりしているようです。ア
ルバムは、子どもたちにパワーや勇気を与えてくれるん
だなと感じています。
これからも子どもたちの成長を見守り、チャレンジす
るとき、一歩を踏み出すとき、そっと背中を押してあげ
られるようなアルバムを作り続けたいと思います。

幼い頃から私にとってアルバムは、自分が主人公の絵本
のような存在で、いつも手の届くところにありました。
クリエイティブ メモリーズに出会ったのは10年ほど
前。すでに長男は大学生、娘も中学生になっていまし
た。子どもが生まれた頃からアルバムは作っていました
が、もともとアルバムを“絵本”として認識していた私に
とって、『色褪せないアルバム』『見るだけでなく読むア
ルバム』『言葉を添えるアルバム』というクリエイティブ 
メモリーズのアルバムには、夢中になれる要素が溢れて
いました。

この春、大学を卒業した下の娘が就職し、独り暮らしを
始めました。先日、急ぎの用事で書類を郵送してあげた
のですが、特別何の手紙も添えず、封筒に住所と宛名
だけ書いて送る形になりました。
すると、それを受けとった娘が、その日のツイッターに

『お母さんの文字を見たら泣けてきた』と呟いていたら
しいのです。
小さなころから幼稚園や学校の持ち物に数えきれない
ほど書いてきた子どもの名前。子どもたちは毎日毎日
親の手書きの文字に囲まれて暮らしてきたのです。字
が下手でも、文章が上手くなくてもいい。親の書いた文
字は、子どもたちにとって、ただただ懐かしく、ほっと
する故郷のようなものなのかもしれません。
最近は子どもたちが幼かった頃の写真を、昔のアルバ
ムから救出し、リメイク作業に取りかかっています。子
育てに夢中だった頃とは違った視点でジャーナリング
を書けるのも最近の楽しみの１つです。
この年齢になったからこそ子どもに伝えておきたいこ
とを、時には長々と、時には呟きのような短い言葉で散
りばめていく作業は、何とも穏やかな時間を感じるひ
とときでもあります。
時代が変わっても、家族に対する思い、子どもに伝えた
い思いは変わりません。これからもライフワークとし
て、アルバム作りを楽しんでいくつもりです。

2019 Autumn/Winter



アルバムカバー

ペン

無地台紙スティッカー パワーパレット

エンバリッシュメント

テープランナー

カッティングツール

マットペーパー

パンチ＆
ボーダーメーカー

クリエイティブ メモリーズのアルバム 作りでは、こんなアイテムを使います
F2F

クリエイティブ メモリーズのアル
バムの大きな特徴であるジャーナ
リングを書くための専用ペン。ペン
のインクは耐久性に優れ、気持ちが
こもった大切なジャーナリングを
長期間美しいまま残します。

写真が映える背景や、思い出を彩るデ
ザインが印刷されている台紙。お好み
のデザインのF２Fを選んで写真を貼
るだけで、素敵なページが出来上がり
ます。時間がなくてもササッと可愛く
写真をまとめられます。

名前やコメントを自由に貼れるABCス
ティッカー、テーマに合ったフレーズを集
めたタイトルスティッカーなど、手軽にア
クセントが付けられるスティッカーが揃っ
ています。

何も印刷されていない無地の台紙。
デザイナーペーパーやマットペー
パー、デザインミニペーパー、ス
ティッカー、エンバリッシュメントな
どを使って自由にレイアウトを楽し
むことができます。

無地の台紙をベースとして、ページを自由
にレイアウトするためのアイテム。コレク
ションごとに、ペーパーやスティッカーなど
さまざまなアイテムが揃っています。

ページをにぎやかに飾って、レイアウトを華やかにしてくれる
のがエンバリッシュメント。コレクションごとにさまざまなデ
ザインがあるので、同じコレクションのアイテムと組み合わせ
て使ってみましょう。ダイカット、ジェムストーンスティッカー、
エナメルスティッカーなど、さまざまなタイプがあります。

誰でも簡単に写真やペーパーを真っすぐ
切ったり、円形に切り抜いたりできる、ク
リエイティブ メモリーズオリジナルの
カッティングツールです。

コレクションのコンセプトに合
わせて作られるマットペーパー
は、6×4インチでカットして写
真の下に敷くもよし、コメントを
書き込むためのジャーナリング
ボックスにするもよし、ページの
アクセントとして貼るもよしの
便利なアイテムです。
裏面は無地のカードストックと
してもお使いいただけます。

クリエイティブ メモリーズでは、さ
まざまな形が抜けるパンチや、多
彩な模様が連続して切り抜ける
ボーダーメーカーを取り揃えていま
す。お好みのペーパーを使ってカッ
トし、レイアウトのアクセントにお
使いください。

アイテムのサイズはイメージです。

クリエイティブ メモリーズの
製品の呼び方

アルバムカバー

レフィル 台紙（無地台紙・F2F）と
台紙カバーのセットのこと

台紙カバー

アルバムの表紙となるカバー。綴じる
ページの種類によって、12インチサイズ
とA&Zサイズ、8インチサイズの3種類
の大きさがあります。
また、クリエイティブ メモリーズのアル
バムカバーは、世界で唯一、どのページ
を開いても台紙が平らに開いたままに
なるフレックスヒンジTMバインディング
方式を採用しています。

写真やペーパー、エンバリッシュメントを
貼る時は、テープランナーを使います。ク
リエイティブ メモリーズのテープラン
ナーは、貼った直後はすぐにはがせるので
レイアウトの微調整もOK、時間がたつと
しっかり接着するというすぐれものです。

0706

写真やジャーナリングを保護す
るために、出来上がったページ
を入れる透明なカバーのこと

アルバムの外側のカバー（表紙・
裏表紙・背表紙）のこと



2019 Autumn/Winter

※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。
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参考価格
8,550円より

700円
お得

Harvest Delight  Power Palette & F2F

Harvest Delight 
ハーベストディライト

ハーベストディライト

自然の恵みを感じさせる温かみと豊かさ。穏やかなひと時をかけがえのない思い出にするコレクション。

家族でいると、いつもあたたか。

ハーベストディライト パワーパレットセット
￥4,600（税別価格）2498
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

ハーベストディライト F2Fセット
￥10,600（税別価格）2499
セット内容 2345 参考価格

11,600円より

1,000円
お得

ハーベストディライト パーフェクトセット
￥17,000（税別価格）2900
セット内容 123457＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●ルビー ABCスティッカー3シート

マットペーパーパッ
クをカットしてジャー
ナリングスペースに。

ジャンボ サークル パ
ターンで半円をカッ
トし、3等分にした
ペーパーを配置。

ハーベストディライト
F2Fアルバム
￥7,850（税別価格）

2497

●ハーベストディライト アルバムカバー
●ハーベストディライト F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 ハーベストディライト
F2Fレフィル
￥3,750（税別価格）

ハーベストディライト
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

1483

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

6

ハーベストディライト
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

1545

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

28657

●12インチヴェラムペーパー5枚（5デザイン各1枚）

ハーベストディライト
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

1546

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

2

ハーベストディライト
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

1547

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

ハーベストディライト
エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）

2474

●ダイカット30枚
●ジェムストーンスティッカー
   32片

4

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定 10月

発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

参考価格
5,100円より

500円
お得 参考価格

18,500円より

1,500円
お得



2019 Autumn/Winter

※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。
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●12インチカードストック5枚

参考価格
8,550円より

700円
お得

エバーアフター パワーパレットセット
￥4,350（税別価格）2903
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

エバーアフター F2Fセット
￥10,600（税別価格）2904
セット内容 2345 参考価格

11,600円より

1,000円
お得

エバーアフター パーフェクトセット
￥16,300（税別価格）2905
セット内容 123457＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●ホワイト ABCスティッカー スワール2シート

F2F台紙にボーダー2
本を飾ったシンプルレ
イアウト。

エバーアフター レー
ザーカットエンバリッ
シュメントを点線で
カットし、写真の上下
に飾りました。

エバーアフター
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

2901

●エバーアフター  アルバムカバー
●エバーアフター  F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 エバーアフター
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

1349

●両面印刷台紙16枚　●台紙カバー16枚

6

エバーアフター
デザイナーペーパーパック
￥1,300（税別価格）

2213

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

2

参考価格
4,850円より

500円
お得 参考価格

17,800円より

1,500円
お得

エバーアフター
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2214

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

エバーアフター
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2215

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

エバーアフター
レーザーカット
エンバリッシュメント
￥1,000
（税別価格）

2364

●ダイカット10枚

4

Ever After  Power Palette & F2F
エバーアフター

シックでおしゃれなガーデンウェディングをイメージしたコレクション。

Ever After
エバーアフター

この瞬間のしあわせを、
一生のしあわせに。

エバーアフター
カードストック
￥500（税別価格）

14807

10月
発売予定
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参考価格
8,550円より

700円
お得

Flourish  Power Palette & F2F
フローリッシュ

エレガントにもラブリーにもクールにもアレンジできる、淡くやさしい水彩画タッチのコレクション。

フローリッシュ パワーパレットセット
￥4,350（税別価格）2906
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

フローリッシュ F2Fセット
￥10,600（税別価格）2517
セット内容 2345 参考価格

11,600円より

1,000円
お得

フローリッシュ パーフェクトセット
￥16,350（税別価格）2907
セット内容 123457＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●グレー ABCスティッカーサンセリフ2シート

グッドデイ レーザー
カット  エンバリッ
シュメントの葉っぱ
を3つにカットして飾
りました。

1枚の12インチペー
パーを2ヶ所三角に
折った簡単レイアウ
ト。ボーダーをアクセ
ントに。

フローリッシュ
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

5063

●フローリッシュ アルバムカバー
●フローリッシュ F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 フローリッシュ
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

パープル カードストック
￥500（税別価格）2462

●両面印刷台紙16枚　●台紙カバー16枚 ●12インチカードストック5枚

拡大イメージ
（ワッフル加工）

6

フローリッシュ
デザイナーペーパーパック
￥1,300（税別価格）

2438

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

2

参考価格
4,850円より

500円
お得 参考価格

17,850円より

1,500円
お得

Flourish
フローリッシュ

残してあげたいのは、
いつまでも色あせない思い出。

フローリッシュ
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2439

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

15737

フローリッシュ
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2283

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

グッドデイ
レーザーカット
エンバリッシュメント
￥1,000
（税別価格）

2853

●ダイカット12枚

4

10月
発売予定 10月

発売予定
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参考価格
8,550円より

700円
お得

ストーリータイムガール パワーパレットセット
￥4,800（税別価格）2292
セット内容 123478

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

ストーリータイムガール F2Fセット
￥10,500（税別価格）2294
セット内容 2345 参考価格

11,500円より

1,000円
お得

ストーリータイムガール パーフェクトセット
￥17,200（税別価格）2296
セット内容 1234578＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●パステルピンク ABCスティッカー3シート

エンバリッシュメント
で写真を囲んで、可愛
いリースの完成！

レースサークル パン
チでカットしたペー
パー4枚の上に写真を
飾りました。

ストーリータイムガール
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

2290

●ストーリータイムガール アルバムカバー
●ストーリータイムガール F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 ストーリータイムガール
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

2286

●両面印刷台紙16枚　●台紙カバー16枚

6

ストーリータイムガール
アルバムキット
¥1,100（税別価格）

2279

●12インチ両面印刷ペーパー6枚（6デザイン各1枚）
●約12.7×31.2㎝スティッカー1シート

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

2

参考価格
5,300円より

500円
お得

参考価格
18,700円より

1,500円
お得

ストーリータイム
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2280

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

マシュマロ
カードストック
¥500（税別価格）

3257

●12インチカードストック5枚

7

ストーリー
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

24288

ストーリータイム
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2282

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

ストーリータイム
エンバリッシュメント
￥900（税別価格）

2376

●ダイカット40枚
●エナメルスティッカー43片

4

Story Time Girl  Power Palette & F2F
ストーリータイムガール

あたたかでキュートなカラーとデザインで、ベビーにも日常の写真にもおすすめのコレクション。

●12インチヴェラムペーパー5枚
　（5デザイン各1枚）

参考価格
8,550円より

700円
お得

Story Time Boy  Power Palette & F2F
ストーリータイムボーイ

穏やかでシックなカラーとデザインで、ベビーにも日常の写真にもおすすめのコレクション。

ストーリータイムボーイ パワーパレットセット
￥4,800（税別価格）2291
セット内容 123478

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

ストーリータイムボーイ F2Fセット
￥10,500（税別価格）2293
セット内容 2345 参考価格

11,500円より

1,000円
お得

ストーリータイムボーイ パーフェクトセット
￥17,200（税別価格）2295
セット内容 1234578＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●ミント ABCスティッカー3シート

ボーダーが交差した
部分にモチーフを
飾ってページのポイン
トに。

12インチ ペーパーの4
つの角を三角形にカット
し、内側の四角形を表裏
ひっくり返しました。

ストーリータイムボーイ
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

2289

●ストーリータイムボーイ アルバムカバー
●ストーリータイムボーイ F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 ストーリータイムボーイ
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

2285

●両面印刷台紙16枚　●台紙カバー16枚

6

ストーリータイムボーイ
アルバムキット
¥1,100（税別価格）

2278

●12インチ両面印刷ペーパー6枚（6デザイン各1枚）
●約12.7×31.2㎝スティッカー1シート

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

2

参考価格
5,300円より

500円
お得

参考価格
18,700円より

1,500円
お得

ストーリータイム
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2280

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

マシュマロ
カードストック
¥500（税別価格）

3257

●12インチカードストック5枚

7

ストーリー
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

2428

●12インチヴェラムペーパー5枚
　（5デザイン各1枚）

8

ストーリータイム
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2282

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

ストーリータイム
エンバリッシュメント
￥900（税別価格）

2376

●ダイカット40枚
●エナメルスティッカー43片

4



2019 Autumn/Winter

※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

 

www.creativememories.co.jp16 17

参考価格
8,550円より

700円
お得

Together  Power Palette & F2F
トゥギャザー

大切な人と一緒にいるしあわせをやわらかなトーンで彩るコレクション。

トゥギャザー パワーパレットセット
￥4,650（税別価格）2843
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

トゥギャザー F2Fセット
￥10,900（税別価格）2844
セット内容 2345 参考価格

11,900円より

1,000円
お得

トゥギャザー パーフェクトセット
￥17,400（税別価格）2845
セット内容 1234578＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●ブラウン ABCスティッカー サンセリフ2シート

F2F台紙の枠の通り
に写真を貼らなくて
もおしゃれに仕上が
ります。

シンプルリーフ ボー
ダーメーカーでフ
レームを作りました。

トゥギャザー
F2Fアルバム
￥7,850（税別価格）

2841

●トゥギャザー アルバムカバー
●トゥギャザー F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 トゥギャザー
F2Fレフィル
￥3,750（税別価格）

2842

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

6

トゥギャザー
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

3256

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

オータム
カードストック
¥500（税別価格）

2508

●12インチカードストック5枚

7

オータム
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

2509

●12インチヴェラムペーパー5枚

8

トゥギャザー
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2835

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

2

トゥギャザー
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2874

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

トゥギャザー
レイヤード
エンバリッシュメント
￥1,300（税別価格）

2175

●ダイカット15枚
●エポキシスティッカー45片

4

参考価格
5,150円より

500円
お得

参考価格
18,900円より

1,500円
お得

参考価格
8,550円より

700円
お得

HIDAMARI  Power Palette & F2F
HIDAMARI

可愛い花に囲まれた野原のピクニックのように、日常のちょっとうれしいシーンを彩るコレクション。

HIDAMARI パワーパレットセット
￥4,500（税別価格）2298
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

HIDAMARI F2Fセット
￥10,500（税別価格）2299
セット内容 2345 参考価格

11,500円より

1,000円
お得

HIDAMARI パーフェクトセット
￥16,900（税別価格）2398
セット内容 123457＋
●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●グリーン ABCスティッカー3シート

自然の中の写真に
は、小鳥やちょう
ちょのモチーフがお
似合い。

HIDAMARI ヴェラム
ペーパーをジェムス
トーン パターンのひし
形でカットしました。

HIDAMARI
F2Fアルバム
￥7,850（税別価格）

2284

●HIDAMARI アルバムカバー
●HIDAMARI  F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 HIDAMARI
F2Fレフィル
￥3,750（税別価格）

HIDAMARI
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

2281

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

6

HIDAMARI
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

1468

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

21967

●12インチヴェラムペーパー5枚（5デザイン各1枚）

HIDAMARI
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

1469

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

2

HIDAMARI
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

1535

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

HIDAMARI
エンバリッシュメント
￥900（税別価格）

2857

●ダイカット40枚
●エナメルスティッカー46片

4

参考価格
5,000円より

500円
お得

参考価格
18,400円より

1,500円
お得
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参考価格
8,550円より

700円
お得

Little Farm Veggies  Power Palette & F2F
リトルファームベジー

可愛いファームの仲間と一緒！元気でキュートな男の子向けのコレクション。

リトルファームベジー パワーパレットセット
¥4,250（税別価格）2813
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

リトルファームベジー F2Fセット
￥10,500（税別価格）2597
セット内容 2345 参考価格

11,500円より

1,000円
お得

リトルファームベジー  パーフェクトセット
￥16,650（税別価格）2598
セット内容 1234578＋

●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚

マットペーパーの表
と裏をふんだんに活
用して。

縦に置いたネイビー
とオレンジのボー
ダーは、トリマーブ
レード ウェイブで
カットしています。

リトルファームベジー
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

2811

●リトルファームベジー アルバムカバー
●リトルファームベジー F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 リトルファームベジー
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

1447

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

6

リトルファームベジー
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

2099

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

ベジー
カードストック
¥500（税別価格）

1890

●12インチカードストック5枚

7

ミント
ABC スティッカー
¥1,300
（税別価格）

2147

●約12.7×30.5㎝
　スティッカー3シート 

8

リトルファームベジー
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2815

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

2

リトルファームベジー
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2158

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

リトルファーム
エンバリッシュメント
￥900（税別価格）

2128

●ダイカット40枚
●エナメルスティッカー47片

4

参考価格
4,750円より

500円
お得 参考価格

18,150円より

1,500円
お得

参考価格
8,550円より

700円
お得

Little Farm Flower  Power Palette & F2F
リトルファームフラワー

愛らしい笑顔を引き立てる優しい色合い。おしゃまな女の子向けコレクション。

リトルファームフラワー パワーパレットセット
¥4,250（税別価格）2812
セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

リトルファームフラワー F2Fセット
￥10,500（税別価格）2595
セット内容 2345 参考価格

11,500円より

1,000円
お得

リトルファームフラワー パーフェクトセット
￥16,650（税別価格）2596
セット内容 1234578＋

●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚

パーティ気分になれ
るオーナメントの
ボーダーを2枚重ね
て華やかに！

3×3インチにカット
したデザイナーペー
パーとマットペーパー
を台紙の左右に並べ
ました。

リトルファームフラワー
F2Fアルバム
¥7,850（税別価格）

2810

●リトルファームフラワー アルバムカバー
●リトルファームフラワー F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

5 リトルファームフラワー
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

1446

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

6

リトルファームフラワー
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

2100

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1

参考価格
4,050円より

300円
お得

フラワー 
カードストック
¥500（税別価格）

1896

●12インチカードストック5枚

7

パステルピンク
ABC スティッカー
¥1,300
（税別価格）

2148

●約12.7×30.5㎝
　スティッカー3シート 

8

リトルファームフラワー
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2814

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

2

リトルファームフラワー
デザインスティッカー
￥1,300
（税別価格）

2157

●約12.7×31.2㎝
　スティッカー3シート

3

リトルファーム
エンバリッシュメント
￥900（税別価格）

2128

●ダイカット40枚
●エナメルスティッカー47片

4

参考価格
4,750円より

500円
お得 参考価格

18,150円より

1,500円
お得
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Gallivant  Power Palette & F2F
ギャリバン

毎日ワクワク、冒険気分。日常に楽しみを見つけるのが上手なすべての人へ！

ギャリバン F2Fアルバム3
¥7,600（税別価格）2754

参考価格
8,350円より

750円
お得

5 ギャリバン F2Fレフィル
¥3,700（税別価格）1436

●両面印刷台紙16枚●台紙カバー16枚

参考価格
4,050円より

350円
お得

6

オータム
ヴェラムペーパー
¥750（税別価格）

2509

●12インチ
　ヴェラムペーパー5枚

8

ギャリバン
パワーパレットセット2
¥4,700（税別価格）

2752

セット内容 12347

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

ギャリバン
F2Fセット3
¥8,850（税別価格）

2818

セット内容 357
参考価格
9,750円より

900円
お得

参考価格
5,200円より

500円
お得

ギャリバン パーフェクトセット5
¥16,850（税別価格）2753
セット内容 1234578＋

参考価格
18,700円より

1,850円
お得

4ウェイ コーナーラウ
ンダーで作ったタグを
タイトル&ジャーナリ
ングスペースに。

くすんで落ち着いた色
合いのコレクション
は、カラー台紙と合わ
せても素敵。

ギャリバン
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

2749

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

1
ギャリバン
デザインスティッカー
¥1,300（税別価格）

1857

●約12.7×31.2㎝ スティッカー3シート

2

ハッピートラベル
エンバリッシュメント
¥900（税別価格）

1858

●ダイカット40枚
●エポキシスティッカー40片

3

モーメンツ
トゥメモリーズ
レーザーカット
エンバリッシュメント
¥1,200（税別価格）

2190

●ダイカット20枚

4

ギャリバン
カードストック
¥500（税別価格）

1880

●12インチ
　カードストック5枚

7

●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●ホワイト ABCスティッカー スワール2シート

●コバルト アルバムカバー
●ギャリバン F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

Joyful Power Palette & F2F
ジョイフル

ビビッドな原色で元気いっぱい！デザイナーペーパーの3デザインにシルバーの箔押しが入っています。

ジョイフル
F2Fアルバム
￥7,850（税別価格）

2840

参考価格
8,550円より

700円
お得

4
ジョイフル
F2Fレフィル
¥3,750（税別価格）

1407

●両面印刷台紙16枚●台紙カバー16枚

5

ジョイフル パワーパレットセット2
￥4,200（税別価格）2399
セット内容 1236

F2Fのお得なセット 白台紙とF2Fのパーフェクトなセット白台紙でつくるお得なセット

ジョイフル F2Fセット2
￥10,050（税別価格）2433
セット内容 234 参考価格

11,050円より

1,000円
お得

参考価格
4,700円より

500円
お得

ジョイフル パーフェクトセット2
￥16,200（税別価格）2434
セット内容 12346＋

参考価格
17,700円より

1,500円
お得

カラフルな台紙には、
負けないくらいカラフ
ルな写真を合わせる
のがオススメ！

コメントバルーン パン
チでカットしたモチーフ
の上にエンバリッシュメ
ントを乗せました。

ジョイフル
デザイナーペーパーパック
¥1,300（税別価格）

2829

●12インチ両面印刷ペーパー12枚
　（6デザイン各2枚　内箔押し付き3デザイン各2枚）

1
ジョイフル
デザインスティッカー
¥1,300（税別価格）

2165

●約12.7×31.2㎝ スティッカー3シート

2

L判サイズ
マウント カードストック
￥900（税別価格）

1875

●3.75×5.25インチ カードストック24色各2枚 計48枚

6

ラビングライフ レーザーカット
エンバリッシュメント
￥1,200（税別価格）

2464

●ダイカット20枚

3

参考価格
4,050円より

300円
お得

●ジョイフル アルバムカバー
●ジョイフル F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

●12インチ アルバム台紙白15枚
●12インチ アルバム台紙カバー15枚
●グレー ABCスティッカー サンセリフ2シート

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定
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Bon Voyage  Power Palette
ボンボヤージュ

スモーキーなカラーに赤やピンクの差し色で華やかさを添えるトラベルコレクション。

ボンボヤージュ
パワーパレットセット
￥5,150（税別価格）

2908

セット内容 1234＋

白台紙でつくるお得なセット

ボンボヤージュ
デザイナーペーパーパック（レイアウト集付）
¥1,300（税別価格）

5046

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）
●ボンボヤージュ 簡単＆可愛いレイアウト集1部

●12インチ両面印刷ペーパー5枚（5デザイン各1枚）

1
ボンボヤージュ
マットペーパーパック
￥750（税別価格）

2229

●約12.7×31.2㎝スティッカー3シート

ミックス＆マッチ ピンクブーケ エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）2151
●ダイカット40枚 ●エポキシスティッカー20片 ●エナメルスティッカー42片

限定製品

ミックス＆マッチ
ブライトピンクグリーンセット
￥1,300（税別価格）

2871

ミックス&マッチ
ブライト４カラーセット
￥2,400（税別価格）

2896

ミックス＆マッチ
ブライトブルーイエローセット
￥1,300（税別価格）

2872

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（12デザイン各1枚） ●カンタン＆可愛いレイアウト集1部 ●12インチ両面印刷ペーパー12枚（12デザイン各1枚） ●カンタン＆可愛いレイアウト集1部

●12インチ両面印刷ペーパー24枚（24デザイン各1枚） ●カンタン＆可愛いレイアウト集2部（2種）

限定製品

限定製品限定製品

2

ボンボヤージュ
タグ エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）

2232

●ダイカット42枚

4ボンボヤージュ
デザインスティッカー
￥1,300（税別価格）

22303

Mix & Match  Power Palette
ミックス＆マッチ 

同じカラートーンでページが作れるシリーズ。何色か混ぜて使うのもおすすめ！

大人気のミックス&マッチ ブライトコレクションのピンク、グリーン、ブルー、イエローのペーパーが
お手軽な6枚ずつのセットになりました！

さらにお手軽なピンク＆グリーン、ブルー＆イエローの6枚セットも！

12×3インチにカットしたペーパーを斜めにカット。片方
の三角を表裏ひっくり返して配置しています。

参考価格
5,650円より

500円
お得

参考価格
2,600円より

200円
お得

ミックス＆マッチ グリーンブーケ エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）2152
●ダイカット40枚 ●エポキシスティッカー20片 ●エナメルスティッカー42片

ミックス＆マッチ イエローブーケ エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）2153
●ダイカット40枚 ●エポキシスティッカー20片 ●エナメルスティッカー42片

ミックス＆マッチ ブルーブーケ エンバリッシュメント
￥1,000（税別価格）2154
●ダイカット40枚 ●エポキシスティッカー20片 ●エナメルスティッカー42片

●ＫＧサイズ マウント カードストック48枚
●ボンボヤージュ
　ポケット エンバリッシュメント（ボーナスギフト）10月

発売予定

ボーナス
ギフト

カンタン&可愛い
レイアウト集
2種付き

カンタン&可愛い
レイアウト集
付き

カンタン&可愛い
レイアウト集
付き



※拡大イメージ

オリジナリティあふれるレイアウトが楽しめる！無地台紙
写真を引き立たせるペーパーやスティッカーを組み合わせ、お好みに合わせてオリジナルのレイアウトを楽しんでいただけ
るアルバム台紙です。P.28のアルバムカバーにはもちろん、F2Fアルバムにもプラスしてお使いいただけます。

黒
¥2,550 (税別価格）1455

グッドバイブレーション
F2F アルバム
¥6,800(税別価格）

3104

グッドバイブレーション
F2F レフィル
¥3,700 (税別価格）

141412 インチ
アルバム台紙カバー
¥1,450 (税別価格）

1452

白台紙＆台紙カバー
セット
¥3,450 (税別価格）

1460

ミントトゥービー
F2F アルバム
¥6,800 (税別価格）

3100

ミントトゥービー
F2Fレフィル
¥3,700 (税別価格）

1410

ミントトゥービー
デザインミニペーパー
¥1,200(税別価格）

1640

グッドバイブレーション
デザインミニペーパー
¥1,200(税別価格）

1643

スパーゴ
¥2,550(税別価格）1457

白
¥2,100 (税別価格）1451

12インチ アルバム台紙
● 無地台紙15枚

●約10.2×15.2㎝（4×6インチ）
　両面印刷ペーパー24枚 

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●A&Zサイズ グッドバイブレーション アル
バムカバー ●グッドバイブレーション F2Fレ
フィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●A&Zサイズ ミントトゥービー アルバム
カバー ●ミントトゥービー F2Fレフィル（両
面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

 ●約10.2×15.2㎝（4×6インチ）
　 両面印刷ペーパー24枚 

参考価格
8,550円より

1,750円
お得

参考価格
8,550円より

1,750円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

参考価格
3,550円より

100円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

ナチュラル
¥2,550 (税別価格）1458

●台紙カバー15枚

※A＆Zサイズとは、12インチサイズより一回り大きい約33×35.5cmです。

※A＆Zサイズとは、12インチサイズより一回り大きい約33×35.5cmです。

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●A&Zサイズ ネイビーニュートラル アル
バムカバー ●ネイビーニュートラル F2Fレ
フィル（両面印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

●約10.2×15.2㎝（4×6インチ）
　両面印刷ペーパー24枚 

参考価格
8,550円より

1,750円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

ネイビーニュートラル
F2F アルバム
¥6,800 (税別価格）

3109

ネイビーニュートラル
F2Fレフィル
¥3,700(税別価格）

1419

ネイビーニュートラル
デザインミニペーパー
¥1,200(税別価格）

1648

※A＆Zサイズとは、12インチサイズより一回り大きい約33×35.5cmです。
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2524

Refill

Mint to Be F2F

Good Vibrations F2F
レフィル

ミントトゥービー

グッドバイブレーション

Navy F2F
ネイビー



ユーベタービリーフイット
F2F アルバム
¥6,800 (税別価格）

3101

マジカル
F2F アルバム
¥7,850(税別価格）

2594

ユーベタービリーフイット
F2F レフィル
¥3,700(税別価格）

1411

マジカル
F2F レフィル
¥3,750(税別価格）

1408

ゲットユアガムボール

You Better Beleaf It F2F

Magical F2F

ユーベタービリーフイット

マジカル

Fresh Garden F2F

Elegance F2F

フレッシュガーデン

エレガンス

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●オーシャンサニー アルバムカバー ●ゲッ
トユアガムボール F2Fレフィル（両面印刷
台紙16枚、台紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●フレッシュガーデン アルバムカバー　
●フレッシュガーデン F2Fレフィル（両面
印刷台紙16枚、台紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

●約10.2×15.2cm（4×6インチ）両面印刷ペーパー24枚

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●エレガンス アルバムカバー　●エレガン
ス F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台
紙カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

● 両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

●約10.2×15.2cm（4×6インチ）両面印刷ペーパー24枚

●ダイカット40枚
●エポキシスティッカー40片

●ダイカット36枚
●エポキシスティッカー40片

参考価格
8,550円より

1,750円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

参考価格
8,550円より

750円
お得

参考価格
8,550円より

750円
お得

ゲットユアガムボール
F2F アルバム 2
¥6,800(税別価格）

3102 フレッシュガーデン
F2F アルバム
¥7,800(税別価格）

2690

フレッシュガーデン
F2Fレフィル
¥3,700 (税別価格）

1430

フレッシュガーデン
デザインミニペーパー
¥1,300(税別価格）

1583

エレガンス F2F アルバム
¥7,800 (税別価格）2699

エレガンス F2Fレフィル
¥3,700(税別価格）2698

エレガンス
デザインミニペーパー
¥1,300(税別価格）

2085

フレッシュガーデン
エンバリッシュメントパック
¥850(税別価格）

1966

エレガンス
エンバリッシュメント
¥850(税別価格）

1951

ゲットユアガムボール
F2Fレフィル
¥3,700 (税別価格）

1412

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

●A&Zサイズ ユーベータービリーフイッ
ト アルバムカバー ●ユーベータービリー
フイット F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、
台紙カバー16枚）

セット内容

アルバムカバー 台紙 台紙カバー＋ ＋

● マジカル アルバムカバー ● マジカル 
F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚、台紙
カバー16枚）

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

セット内容

台紙 台紙カバー＋

●両面印刷台紙16枚 ●台紙カバー16枚

参考価格
8,550円より

1,750円
お得

参考価格
8,550円より

700円
お得

参考価格
4,050円より

350円
お得

参考価格
4,050円より

300円
お得

※A＆Zサイズとは、12インチサイズより一回り大きい約33×35.5cmです。

10月
発売予定

www.creativememories.co.jp2019 Autumn/Winter

※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

Get Your Gumball F2F

2726
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

12インチ アルバムカバー

ポケットページ

8インチ アルバム

12インチ アルバムカバー

ア
ジ
ュ
ー
ル
ブ
ル
ー

ジ
ェ
イ
ド

パ
ッ
シ
ョ
ン
ピ
ン
ク

ソ
フ
ト
イ
エ
ロ
ー

パ
ス
テ
ル

エ
ッ
グ
プ
ラ
ン
ト

背表紙を引き出して取り
外す。

1

裏表紙の内側のバンドを
プラスチックホルダーか
ら抜き、それぞれ外す。

2

台紙を追加する時は、台
紙に付いている金具にバ
ンドを通す。

3

さらにそのバンドをプラ
スチックホルダーに付い
ているループに通す。

4

裏表紙の穴にバンドを通
す。

5

再びバンドをプラス
チックホルダーの下
の穴に通し、上の穴
にくぐらせる。

6

裏表紙を台紙に対して垂直に立
て、プラスチックホルダーを押
さえながらバンドを裏表紙側に
引き上げしっかり固定させる。

7

最後に背表紙を取
り付ける。

8

台紙の追加や取り外しは、アルバムの裏表紙側から行います。分かりやすい動画を公式サイトでもご紹介しておりますのでご参照ください。アルバム台紙のセッティング方法

タ
ン
ジ
ェ
リ
ン

アルバムの表紙、背表紙、裏表紙となるアルバムカバー。お好みの台紙と組み合わせてアルバム作りをお楽しみください。

※ポケットページ（P.29）をお使いの場合は、
　12インチサイズをご利用ください。

アルバム台紙、レフィル、ポケットページ
を綴じていただくアルバムの表紙です。
お使いになるページに合わせて、サイズ
をお選びいただけます。
お好みに合わせて選べる、豊富なカラー
とデザインをラインナップ。素材は手触
りのよいクロスタッチ（布素材）です。

12インチサイズ

8インチサイズ

イエローギャリバン

約 22.5㎝

約 21.5㎝

約 33.5㎝

約 32㎝

オ
ー
シ
ャ
ン

の方向に写真を入れられます。デザインミニペーパーやハガキサイズの写真がぴったり入るポケットのページ。
透明なので、差し込んだペーパーの両面をお楽しみいただけます。もちろんフォトセーフ製品です。

※スペシャルな素材を使用、または箔押しされたアルバムカバーです。

※デニム生地のアルバムカバーです

※背表紙拡大
　イメージ

※背表紙拡大
　イメージ

フ
ュ
ー
シ
ャ

コ
バ
ル
ト

※背表紙拡大
　イメージ

※背表紙拡大
　イメージ

12 インチ アルバムカバー  ¥4,300 (税別価格）　★は ¥4,500 (税別価格）

★
★

★

12 インチ アルバムカバー　¥5,800 (税別価格）

12 インチ アルバムカバー
¥4,500 (税別価格）

コバルト3002
フューシャ3086

カーキ スペシャリティ3242マジカル3245

ハーベストディライト3098 ハッピーアルバム 20193307

トゥギャザー3129

ブルーム3247

エバーアフター1353 ストーリータイムボーイ2287フローリッシュ2463

ストーリータイムガール2288 シークレットガーデン3123

オーシャンサニー3234 フューシャココ3235 サンシャインスパーク3236 スターリースカイ3237

リトルファームフラワー3248

リトルファームベジー3249

ストゥーディアス3246

マリタイム3126 マンダラ3243

パステル3063

オーシャン3087
タンジェリン3061 ジェイド5041

ソフトイエロー3254

エッグプラント3049 アジュールブルー5060

パッションピンク5032

マルチ
ポケットページ 
¥3,200 (税別価格）

1347

ピーカブー 
ポケット
￥900 (税別価格）

3096

デニムブルー3082 アーカイバー
ウィンドウ3122

ラージ
ポケットページ
¥1,600 (税別価格）

1348

８インチ
ブラッシュブルーム
アルバムカバー
¥3,800  (税別価格）

2444

８インチ ドット
アルバムカバー
¥3,800(税別価格）

3091

８インチ 
シーフォームスター
アルバムカバー
¥3,800(税別価格）

2445

８インチ ジャギー
アルバムカバー
¥3,800 (税別価格）

3092

８インチ 
グリーンアップル
アルバムカバー
¥3,300 (税別価格）

2446

８インチ 
デニムブルー
アルバムカバー
¥4,200 (税別価格）

3240

８インチ
アルバム台紙 白
¥1,400(税別価格）

1461

●無地台紙12枚

８インチ
アルバム台紙 黒
¥1,700 (税別価格）

1465

●無地台紙12枚

８インチ
アルバム台紙カバー
¥900(税別価格）

1462

●台紙カバー12枚

※デニム生地の
　アルバムカバーです

10月
発売予定

● ポケットページ6枚
（12インチ台紙ペーパー6枚入）

● ポケットページ12枚
（KGサイズ台紙ペーパー60枚入）

● ミニポケット
タテ5枚 ヨコ5枚
ポケットに入るサイズ
約10.2×15.2ｃｍ

（4×6インチ）

2019 Autumn/Winter

Album Cover アルバムカバー
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

ルビー2150 グリーン2146 ミント2147 デニムブルー2149パステル
ピンク2148

※拡大イメージ

※白拡大イメージ

※拡大イメージ

※ワッフル加工※ワッフル加工

●12インチ
　カードストック5枚 

●約13×29.2cm
クリアスティッカー1シート
製品ラベルに和訳付

タイトル スティッカー
¥500(税別価格）

●約12.7×30.5cm
スティッカー3シート

ABC スティッカー
¥1,300(税別価格）

ABC スティッカー サンセリフ
￥900(税別価格）
●約24×24cm
　クリアスティッカー2シート ゴールド＆シルバー カードストック

¥600(税別価格）

L判サイズ マウント カードストック
￥900(税別価格）

KG サイズ マウント カードストック
￥1,300(税別価格）

カードストック
¥500(税別価格)

●12インチ
　ヴェラムペーパー5枚 

ヴェラムペーパー
¥750(税別価格）

●12インチカードストック4枚（2色各2枚）

●3.75×5.25インチ カードストック48枚（24色各2枚） ●4.25×6.25インチ カードストック48枚（24色各2枚）

セレブレート2138 トラベル2016

ギャリバン

1880

ベジー

1890

スプリング

エバーアフター

マシュマロ

オータム

1886

1480

3257

2508

フラワー

1896

マカロン

1579

グリーン

1599

イエロー

1574

ニュートラル

1693

フロスト2349

ハーベストディライト2865 ストーリー2428

オーシャン2503

タータンチェック2866 HIDAMARI2196

オータム2509 フォーエバー1949

ロリポップ

1578

ピンク

1591

パープル

1573

ブルー

1592

レッド

1879

子どもの
イベント2170シェアユア

ハッピー2178サンクス2435

1856

1875 1876

グレー2176 ブラウン2177

12月
発売予定

10月
発売予定

2019 Autumn/Winter

Sticker & Vellum paper
レイアウトのアクセントになる無地のペーパー。デザイナーペーパーとの組み合わせをお楽しみください。

Cardstock

3130　

スティッカー&ヴェラムペーパー カードストック
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

●テープの幅約8.1mm
　長さ約10.4m

カートリッジ式のレフィルなので、
ケースにはめ込むだけで簡単に
セットできます。

●テープの幅約8mm
　長さ約10.4m

●テープの幅約8mm
　長さ約10.4m

●テープの幅約2mm
　長さ約6.1m

●テープの幅約8.1mm
　長さ約10.4m

フォトセーフの両面接着テープ

ヴェラム
テープランナー レフィル
¥950 (税別価格）

外側に向けてカーブを作りたいときは内
側からペーパーを差し込みます。

2種類のカットがお楽しみいただけます。　

内側に向けてカーブを作りたいときは、外側 （ト
ップグリッド側）からペーパーを差し込みます。

センチとインチのダブル表記で写真やペーパー
をカットするのに便利。ブレードやテープラン
ナーを収納できる引き出し付き。

実物大の
接着面

実物大の
接着面

スティッカーやエンバリッシュ
メントを貼ったりはがしたりす
るときなど、細かい作業に役立
ちます。

細いペン先で細かい部
分の接着に最適。

糊がドット状に付くため、細かいパーツを貼る
のに便利。糊がはみ出た部分は指でこすると
きれいに落とせます。貼り直しやすい弱粘着
タイプなので、大きなパーツの接着にはご注
意ください。カートリッジ式の
レフィルなので、ケースに
はめ込むだけで簡単
にセットできます。

半透明の「ヴェラムペーパー」専用のテープラ
ンナー カートリッジ。貼った後、爪などで軽
くこすってなじませると、よりテープが目立た
なくなります。カートリッジ式の
レフィルなので、ケースに
はめ込むだけで簡単に
セットできます。

より細かい接着ができるタイプ。カートリッ
ジ式のレフィルなので、ケースにはめ込む
だけで簡単にセットできます。  

刃先が約1.5mmで細か
いカットもしやすいつく
りです。

写真やエンバリッシュメン
トを少し浮かせて貼ること
ができます。

参考価格
18,550円より
2,550円
お得

参考価格
15,450円より
1,400円
お得

参考価格
28,700円より
3,700円
お得

クロップ Lovers
¥14,050(税別価格)1514

ビッグクロップ Lovers
¥25,000(税別価格)

クロップLovers プラス
¥16,000(税別価格）1516

● パーソナルトリマー ●2ウェイ コーナーラウンダー ●ブレード（3色セット） ●13イ
ンチ 下敷きマット ●サークル パターン ●オーバル パターン ●ブラウン デュアルチッ
プペン ●はがシール

●パーソナルトリマー　●2ウェイ コーナーラウンダー　●サークル パターン　●オーバル パ
ターン　●13インチ 下敷きマット　●ブレード3色セット　●ジェムストーン パターン　●12
インチ アルバム台紙 白15枚　●12インチ アルバム台紙カバー15枚　●はがシール　●12イ
ンチ トリマー　●はさみ　●エンボスリボン パンチ ●12インチ トリマー スケッチブック

●パーソナルトリマー　●2ウェイ コーナーラウンダー　●サークル パターン　●オーバル 
パターン　●13インチ 下敷きマット　●ブレード3色セット　●12インチ トリマー ●12
インチ トリマー スケッチブック

パーソナルトリマー
¥3,700(税別価格）1702

2ウェイ コーナーラウンダー
¥1,450(税別価格）1715

ステンレスの刃とカッティングマットで
写真を正確にカットできます。

カット回数：外側カーブ、内側カーブ、
各約50,000回 （ご使用状況により異なります）

デュアルチップペン
¥500(税別価格）

スレートグレー2267

アクアブルー2273

ブラウン2243

ピンク2262

ディープグリーン2269

グリーンシマー2274

レッド2264

ブラック2265

パープル2268

ブルー2263

ゴールド2270

オレンジ2253

シルバー2271

イエロー2254

テープランナー
¥1,250 (税別価格）1530

リポジショナル
テープランナー レフィル
¥940(税別価格）

1513 1519テープランナー レフィル
¥950 (税別価格）1501

ミニフロスト
テープランナー レフィル
¥940(税別価格）

1503 ペンタイプのり
¥900(税別価格）1521 はがシール

¥900(税別価格）1733 はさみ
¥600 (税別価格）1735 フォームスクエア

¥900(税別価格）1510

●ペンタイプのリ1本 ●ツール1本 ●はさみ1本　 ●約6×6mm 154枚、
　約13×13mm 63枚

1515
12インチ
トリマー

スケッチブック付

12インチ
トリマー

スケッチブック付

10月
発売予定

10月
発売予定

10月
発売予定

2019 Autumn/Winter

ジャーナリングに最適なペンと、細かなエンバリッシュメントなども接着しやすいテープランナー。

ペン＆テープランナーPen & Tape Runners
お家でアルバム作りをされる方におすすめのツールセットと、基本のカッティングツール。

プロダクトセット＆カッティングツールProduct Set & Cutting tools

3332
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

レッド、グリーン、ブルーの順にテンプレート本体か
ら3mmずつ遠くをカットする事ができます。テンプレー
トの縁から刃までの距離は以下の通りです。
●レッド：3mm　グリーン：6mm　ブルー：9mm

ゆるやかな曲線と波のような曲線の2種類のカットが楽しめます。

2種類の曲線がカットできるトリマーです。ブレードが両刃なので、両サイドどちらからでも12インチサイズのペーパー
をスムーズにカットできます。延長アーム付きだから、ペーパーを同じサイ
ズにカットするのもラクラク。30、45、60度のグリッドラインを使うと、
さまざまな三角形や平行四辺形
などを作ることもできます。

ブレードが回転してペーパーをカットする切れ味抜群の
トリマー。ブレードを交換することでさまざまなシェイ
プをカットしたり、スコアリングで折り目を付けること
ができます。本体にはトリマーブレード ストレート1個付。

12インチ トリマー
￥4,500(税別価格）1533

トリマーブレード ストレート
¥900(税別価格）1536

トリマーブレード ウェイブ
¥900 (税別価格）1538

トリマーブレード スキャロップ
¥900 (税別価格）1541

トリマーブレード スコアリング
¥900(税別価格）1537

交換用マットストリップ
￥750(税別価格）1539

12インチ ストレートトリマー
交換用ブレード付
¥3,900(税別価格）

12インチ ストレートトリマー
¥3,200 (税別価格）

1529

1700 12インチ デコレーショントリマー
¥3,500 (税別価格）1508

12インチ デコレーショントリマー
交換用ブレード付
¥4,200(税別価格）

1528

交換用ブレード 2 個入り
¥1,500 (税別価格）1703

ジェムストーン
パターン
¥2,200 (税別価格）

1549

スクエア パターン
¥2,200(税別価格）

ジャンボ サークル 
パターン
¥2,200(税別価格）

7066

1751

●12インチ トリマー本体1個

●トリマーブレード1個

●トリマーブレード1個

カット見本

カット見本

●トリマーブレード1個

●トリマーブレード1個

●マットストリップ1本

●12インチ ストレートトリマー本体1個
●交換用ブレード2個

●12インチ ストレートトリマー本体1個 ●12インチ デコレーショントリマー本体1個

●12インチ デコレーショントリマー本体1個
●交換用ブレード2個

大小のハートとひし形、ヘキ
サゴン、たまご型がカットで
きるテンプレート。切り抜く
大きさをあらかじめ計ること
ができる透明下敷き（サイジ
ング テンプレート）付。

3種類の四角形のテンプレー
トのセット。切り抜く大きさ
をあらかじめ計ることができ
る透明下敷き（サイジングテ
ンプレート）付。

ジャンボサイズのサークルテ
ンプレート。通常サイズのサー
クルテンプレートなどと組み
合わせることで、色々な使い
方を楽しんでいただけます。 
切り抜く大きさをあらかじめ
計ることができる透明下敷き

（サイジング テンプレート）付。

ブレード（3色セット）
¥2,300 (税別価格）1711

４ウェイ 
コーナーラウンダー
¥2,900(税別価格）

1517

ハート＆スター
４ウェイ 
コーナーラウンダー
¥2,900 (税別価格）

1028

ジャギド テアリングツール
¥1,6 00(税別価格）1522

ダブルウェーブ テアリングツール
¥1,6 00(税別価格）1029

13インチ 下敷きマット
￥2,200(税別価格）1500

インチ＆センチルーラー
¥600 (税別価格）5280

テンプレートとブレードを使うと
きに下に敷いてお使いいただくカッ
ティング専用マットです。
12インチサイズのペーパーがまる
まる収まり、目盛が見やすい13イ
ンチサイズ。インチとセンチで測
れる目盛と、角度を確認できるグ
リッド線付き。セルフヒーリング
素材。

本体の左側に、最大16インチ（41cm）まで計れ
るルーラーアームが収納されています。

ペーパーがカットされる正確な位置をあらかじめ確
認できるサイトライン付き。

本体の裏側には最大12個のトリマーブレードと予
備のマットストリップが収納できます。

テンプレートの溝に２つの突起を合わせて滑らせるだ
けで、パターンが切り抜けます。刃が回転するので手
首を回す必要がなく、どなたでもラクラクカットできます。

インチとセンチが両方計れる定
規。12インチまでと30センチま
でのメモリがついています。

2種類のコーナーカット、2種類の形の穴のカットと、全部で4通りの使い方ができるツールです。
組み合わせて使うことでタグなども作れます。

手ちぎり風にカットできる定規型のカッティングツール。

大小の波の形にペーパーをちぎれるツール。

参考価格
4,700円より

800円
お得

参考価格
5,000円より

800円
お得

サークル パターン
¥2,200 (税別価格）1705

オーバル パターン
¥2,200(税別価格）1706

3種類のサイズの円形テンプ
レートのセット。切り抜く大
きさをあらかじめ計ることが
できる透明下敷き（サイジン
グ テンプレート）付。

4種類のサイズの楕円形のテ
ンプレートのセット。切り抜
く大きさをあらかじめ計るこ
とができる透明下敷き（サイ
ジング テンプレート）付。

コーナーのカットやペーパーの穴あけなど
4通りに使えるツールです。

2019 Autumn/Winter

ペーパーを好きな長さ、幅にカットできる、便利なツール。 ペーパーや写真をさまざまな形にカットできるパターン。ブレード、13インチ下敷きマットとセットで使います。

カッティングツールCutting tools

3534
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

約2.2cm

約2.1cm

約2cm

約2.2cm

約2.2cm

約2.2cm

約2.2cm

約3.2cm

約2.4cm

約2.3cm

フェンスのような形にカットできます。

約2.7㎝

約2.7cm

約2.1cm

ボーダーメーカー システム
¥4,500(税別価格）1726

ボーダーメーカー システム
セット　　　　　　　　
¥8,700(税別価格 )

1020

●ボーダーメーカー カートリッジ1個ボーダーメーカー カートリッジ　¥2,100(税別価格)

●ボーダーメーカー本体
●ボーダーメーカーガイド
●ピケットフェンス
　ボーダーメーカー カートリッジ

●ボーダーメーカー システム
●バブルチェーン ボーダーメーカー カートリッジ
●ダイヤモンドスクロール ボーダーメーカー カートリッジ
●レースフラワー ボーダーメーカー カートリッジ

歯車の模様が連続してカットできます。

クリスマスのオーナメントが連続してカットできます。

シンプルな葉っぱが連続してカットできます。

星のガーランドが連続してカットできます。

ギアチェーン 

オーナメントチェーン 

シンプルリーフチェーン

スターガーランド 

2472

2870

2467

2424

大小の水玉模様を連続してカットできます。

バブルチェーン1727

かわいいもみの木を連続してカットできます。

エバーグリーン1769

可愛らしい雪の結晶が連続してカットできます。

スノーフレークチェーン1007

クラシカルでエレガントな模様を連続してカットできます。

ダイヤモンドスクロール1762

レースのような透け感のあるお花を連続してカットできます。

レースフラワー1748

にぎやかなパーティハットが連続してカットできます。

小さな花の模様が連続してカットできます。

パーティハット 

ダンシングフラワー 

1010

1036

約3.0cm
小さな星が連続してカットできます。

スター 1008

カメラチェーン 1017

カメラと星のデザインが連続してカットできます。

サークルチェーン 1006
おしゃれなサークルのデザインが連続してカットできます。

約1.9cm

参考価格
10,800円より

2,100円
お得

12月
発売予定

10月
発売予定

11月
発売予定

ポープリント 1011

おちゃめなペットの足跡が連続してカットできます。
約2.7cm

2019 Autumn/Winter

ガイドに沿ってパンチしていくだけで素敵なボーダーが完成！
カートリッジを交換することで、さまざまなデザインが楽しめます。

ボーダーメーカーBorder Maker

3736
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29 をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。

ペンやツールなど入れて持
ち運べる持ち手付きケース。
仕切りがあり整理しながら
ツール類を立てて収納でき
るので、卓上のツールスタン
ドとしても活躍します。

内側には大きさが違う3つのポ
ケットが付いているので、小物も
すっきり整理できます。またファ
スナー付きの前ポケットにはパー
ソナルトリマーも収納可能。名刺
や名札が入れられるタグ付。

画像はイメージです。
収納されているアイテムは
製品に含まれません。

幾何学柄の連続模様をカットできます。

約3.6cm

2つのハートの形をカットできます。

約3.6cm

内側は
3つの仕切り

パワーパレットのアイテムを
コレクションごとに整理できます。

小物やパンチを収納できるケース。
汚れ防止加工、撥水加工済み。

CMロゴ入り小物ケースのセット。
使わない時は平たく畳めるコンパクト設計です。

約 3.0cm

小ぶりな吹き出しの形をカットできます。

●エレガンス アルバムカバー　●エレガンス F2Fレフィル（両面印刷台紙16枚
台紙カバー16枚）　●エレガンス エンバリッシュメント1パック　●パープル デュ
アルチップペン1本　●ブラック デュアルチップペン1本　●テープランナー1個
●初めてのアルバム作りガイド　●オリジナルギフトボックス（スリーブ付き）

●ストーリータイムボーイ アルバムカバー　●ストーリータイムボーイ F2Fレフィ
ル（両面印刷台紙16枚　台紙カバー16枚）　●ストーリータイム エンバリッシュ
メント1パック　●ブルー デュアルチップペン1本　●ブラック デュアルチップ
ペン1本　●テープランナー1個　 ●初めてのアルバム作りガイド　●オリジ
ナルギフトボックス（スリーブ付き）

●ストーリータイムガール アルバムカバー　●ストーリータイムガール F2Fレフィ
ル（両面印刷台紙16枚　台紙カバー16枚）　●ストーリータイム エンバリッシュ
メント1パック　●ピンク デュアルチップペン1本　●ブラック デュアルチップ
ペン1本　●テープランナー1個　 ●初めてのアルバム作りガイド　●オリジ
ナルギフトボックス（スリーブ付き）

持ち手が付いて
便利に持ち運べる
万能キャリー

ワークショップや
イベントへ行くのも
ラクラクなお手軽サイズの
オリジナルトートバッグ。

1回のパンチで、小さなお花3つ
と花の芯が1つカットできます。

約4.3cm

5枚花びらの桜の形をカットできます。

約4.4cm

※アルバムの詳細はP.14をご覧ください。

※アルバムの詳細はP.15をご覧ください。

約3.8cm

約3.5cm

約3.5cm

約3.5cm

約3.1cm約3.5cm

約15.2cm

約3.2cm

12枚花びらの花の形をカットできます。

丸みを帯びた葉っぱの連続模様をカット
できます。

ツタと葉っぱのような連続模様をカットで
きます。

一休みしている小鳥たちの連続
模様をカットできます。

素朴で可愛いおうちの連続模様
をカットできます。

小枝の連続模様をカットできます。

6×6インチのペーパーを使用し
てサークルをカットします。

エンボスで模様が入った可愛い
リボンがカットできます。

約3.4cm

涙型のレースのような連続模様をカット
できます。

デイジーフラワー パンチ
￥2,800(税別価格）2861

ウィンターバイン パンチ
¥3,300 (税別価格）2182

スイートヴァイン パンチ
¥3,300(税別価格）1034

ソングバード パンチ
￥3,300(税別価格）1499

ブランチ パンチ
￥3,300(税別価格）2476

レースサークル パンチ
￥3,500(税別価格）2451

エンボス リボン パンチ
￥2,900(税別価格）1037

ティアドロップ パンチ
¥3,300(税別価格）1523

サクラ パンチ
¥2,800 (税別価格）1557

コメントバルーン パンチ
¥2,800(税別価格）1555

エレガンス
ギフトボックス
¥12,800 (税別価格）

2707

ストーリータイムボーイ
ギフトボックス
¥12,800 (税別価格）

2816

ストーリータイムガール
ギフトボックス
¥12,800(税別価格）

2817

パワーパレット フォルダー
¥3,200(税別価格）2406

マルチ ツールケース
¥2,000(税別価格）

マルチボックスセット
¥1,250 (税別価格）1526 3503

アールデコ パンチ
¥3,300 (税別価格）1002

ダブルハートパンチ
¥2,900(税別価格）1019

デイジーブーケ パンチ
¥3,300(税別価格）1525

●約縦34×横32.5×幅2.4ｃｍ 4パック

クロップキャリー
¥2,500(税別価格）5875
●約縦19×横19×高さ14cm
　※持ち手含まず

プロジェクトトート
¥3,500(税別価格）2442
●約縦37×横50×幅12cm

●約縦10×横25.5×幅16cm ●Lサイズ約縦11×横17×幅10cm
●Sサイズ約縦9×横14×幅8cm

ツール類を
すっきり収納

10月
発売予定

11月
発売予定

12月
発売予定

チャーミングビレッジ パンチ
￥3,300(税別価格）1544

2019 Autumn/Winter

ペーパーとパンチをさまざまに組み合わせることにより、無限のパターンが生まれます。 アルバムをプレゼントする際に便利なギフトボックスと、アルバムやツールの整理や持ち運びに便利なアイテム。

ギフトボックス＆オーガナイザーGift Box & Organizer

3938

パンチPunch
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※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。あらかじめご了承ください。 ※台紙やペーパーはデザインの一部を掲載しております。※アルバム台紙のセッティング方法につきましては、P.29をご覧ください。
※写真・印刷の都合で実物とは質感と色目が若干異なって見える場合があります。
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ストーリータイムボーイ
パワーパレットセット
￥4,800（税別価格）

2291

掲載ページ▶P14

参考価格
5,300円より

500円
お得

スタートセット
¥1,500（税別価格）1532

参考価格
1,750円より

250円
お得

●テープランナー1個
●ブラック デュアルチップペン1本

アルバム作りが初めての方へ  おすすめセット

アルバム作りに欠かせない
接着テープ＆ペンがお得に！

アルバム作りに欠かせない
接着テープ＆ペンがお得に！

写真やペーパーを貼る台紙と、
出来あがったページを保護する台紙カバー

無地の台紙にペーパーを貼って作りたい！
お好みのパワーパレットセットに、スタートセットと台紙をプラス

スタートセット
¥1,500（税別価格）1532

参考価格
1,750円より

250円
お得

デザインされた台紙で作りたい！

作ったペ
ージは

アルバムカバーに

綴じてくださいね！

お好みのF2Fセットに、スタートセットをプラス

ストーリータイムボーイ
F2Fセット
￥10,500（税別価格）

2293
ストーリータイムガール
パワーパレットセット
￥4,800（税別価格）

2292
ストーリータイムガール
F2Fセット
￥10,500（税別価格）

2294
参考価格
5,300円より

500円
お得

●テープランナー1個
●ブラック デュアルチップペン1本

白台紙＆台紙カバー セット
¥3,450（税別価格）1460
●無地台紙15枚 ●台紙カバー15枚

掲載ページ▶P9

掲載ページ▶P15

掲載ページ▶P9

掲載ページ▶P14 掲載ページ▶P15

参考価格
3,550円より

100円
お得

2498
ハーベストディライト
F2Fセット
￥10,600（税別価格）

2499

掲載ページ▶P11 掲載ページ▶P11

エバーアフター
パワーパレットセット
￥4,350（税別価格）

2903
エバーアフター
F2Fセット
￥10,600（税別価格）

2904

参考価格
11,500円より

1,000円
お得

参考価格
11,500円より

1,000円
お得

ハーベストディライト
パワーパレットセット
￥4,600（税別価格）

参考価格
11,600円より

1,000円
お得

10月
発売予定

10月
発売予定

参考価格
5,100円より

500円
お得

参考価格
11,600円より

1,000円
お得

参考価格
4,850円より

500円
お得
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アルバム１冊体験セットで、お手軽にスタート！

CREATIVE MEMORIES JAPAN公式サイトでは、
カタログ掲載品や限定品もご覧いただけます。

FacebookやInstagram
youtubeでも
情報を発信中！

http://www.creativememories.co.jp/
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

https://www.facebook.com/creativememoriesjapan/

creative_memories_japan

￥5,000円（税別価格）４種類から選べる アルバム１冊体験セット

家族が笑顔になるアルバム作り、お得に体験してみませんか？

※お客様ショッピングサイトでは販売いたしませんので、アルバム・アドバイザー経由でご購入ください。

●アルバムカバー1冊 ●台紙（両面印刷台紙16枚） ●台紙カバー16枚 ●テープランナー1個 ●デザインミニペーパー24枚

ゲットユアガムボール アルバム１冊体験セット21438

参考価格
11,000円より

6,000円
お得

元気でヴィヴィッドなカラーとデザインは、お子さまの写真にぴったり。

ミントトゥービー アルバム１冊体験セット1439

おしゃれなミントグリーンにピンクが効いた、幅広い年代におすすめの
スタイリッシュなデザイン。

爽やかな青い海をイメージした「ブルーシー」。さまざまな濃淡の
ブルーや優しいベージュで描かれた海のモチーフがいっぱい。

ユーベタービリーフイット アルバム１冊体験セット1440

シックで落ちついた色合いは、男性や大人の方の写真にも最適です。

グッドバイブレーション アルバム１冊体験セット1441

カラフルなフラワーが彩る華やかでキュートなデザイン。写真を明るく
引き立てます。

ウェディングパーティー アルバム1冊体験セット1473

ベージュとグレーのナチュラルなトーンはウェディング以外の写真にも
おすすめ。

ネイビーニュートラル アルバム1冊体験セット1474

ネイビー×イエローのクールでスタイリッシュなデザイン。

ブルーシー 
デザイナーペーパーパック
￥1,300（税別価格）

2208

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

2つの色のブレンドを楽しむブレンド&ブルームコレクション。
グリーンとイエローの爽やかで可愛い組み合わせ。

ブレンド＆ブルーム グリーンイエロー 
デザイナーペーパー
￥1,300（税別価格）

2388

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

2つの色のブレンドを楽しむブレンド&ブルームコレクション。
ブルーとコーラルオレンジのクール＆キュートな組み合わせ。

ブレンド＆ブルーム ブルーオレンジ 
デザイナーペーパー
￥1,300（税別価格）

2393

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）

カタログはもちろん、毎月の製品リーフ、ページレイアウトもご紹介しています。
製品情報はトップページ上部の「オンラインショップ」バナーをクリックしてください。

公式チャンネル：クリエイティブ メモリーズ ジャパンで検索

Recommend Limited Item 

2つの色のブレンドを楽しむブレンド&ブルームコレクション。
ピンクとグレーのスイート×シックな組み合わせ。

ブレンド＆ブルーム ピンクグレー 
デザイナーペーパー
￥1,300（税別価格）

2383

●12インチ両面印刷ペーパー12枚（6デザイン各2枚）


