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   HOME はじめての⽅へ ご利⽤ガイド よくあるご質問 お問い合わせ 会社概要

あと ￥5,000 で送料無料となります。

はじめてLESSON レジン⽤品 ジュエリークリップ フレームガラス

全16件

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

つなぎパーツ（チェーン）

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） ボールチェーン（4079） R

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） ボールチェーン（4079） G5

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） ボールチェーン（4080） R

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） ボールチェーン（4080） G5

ビーズ・⼿作りアクセサリーパーツ通販のパーツクラブオンライン つなぎパーツ（チェーン）

 

0

キーワード・商品番号から探す

PT-304079-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）
4 ￥154 個 1

LPT-304079-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,386 個 1

PT-304079-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）
4 ￥154 個 1

LPT-304079-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,386 個 1

PT-304080-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）
4 ￥176 個 1

LPT-304080-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,584 個 1

PT-304080-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）
4 ￥176 個 1

LPT-304080-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,584 個 1
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商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

全16件

履歴を残す

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） エレガンスチェーン（4081） R

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） エレガンスチェーン（4081） G5

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） エレガンスチェーン（4082） R

ジョイントパーツ（つなぎパーツ） エレガンスチェーン（4082） G5

履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。

PT-304081-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）
4 ￥154 個 1

LPT-304081-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,386 個 1

PT-304081-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）
4 ￥154 個 1

LPT-304081-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,386 個 1

PT-304082-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）
4 ￥176 個 1

LPT-304082-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,584 個 1

PT-304082-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）
4 ￥176 個 1

LPT-304082-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約30mm（カン含む）(⼤袋)
40 ￥1,584
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北海道・東北

北陸・甲信越・東海

中国・四国

 関東

近畿

九州
各店舗で開催されるイベント情報をご案
内︕お近くの店舗へぜひ遊びに来てくだ
さい♪

パーツクラブ・グランプレールのワーク
ショップのご案内です。当店スタッフが
指導する、材料費だけで参加できる⼿作
り教室や、ビーズ作家の先⽣による有料
講習会を各店で開催しています。

新規会員登録/ログイン

注⽂から発送までの流れ

よくあるご質問

商品番号から購⼊

 
ご購⼊ガイド

お⽀払〜配送について

お問い合わせ 代⾦引換、クレジットカード、GMO後払い
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