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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40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

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

LINHASITA社製 ワックスコード

※こちらの商品は、規定の⻑さにカットされたものとなります。計り売りはしておりません。
また、⼊荷ロットやサイズ毎に同⾊でもお⾊味に差異がございます。⾊落ちする場合がございますので何卒ご了承下さい。

LINHASITA社製 ワックスコード オフホワイト

LINHASITA社製 ワックスコード レッド

LINHASITA社製 ワックスコード ローズピンク

LINHASITA社製 ワックスコード ピンク

LINHASITA社製 ワックスコード パープル

LINHASITA社製 ワックスコード エンジ

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 LINHASITA社製 ワックスコード

 

0

キーワード・商品番号から探す

JP-00154-01
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-01
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-02
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-02
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-03
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-03
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-04
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-04
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-05
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-05
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-06
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-06
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1
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LINHASITA社製 ワックスコード ダークブラウン

LINHASITA社製 ワックスコード チャコール

LINHASITA社製 ワックスコード ビリジアングリーン

LINHASITA社製 ワックスコード ブラック

LINHASITA社製 ワックスコード コーラルピンク

LINHASITA社製 ワックスコード ラベンダー

LINHASITA社製 ワックスコード ヒヤシンス

LINHASITA社製 ワックスコード ダスクブルー

JP-00154-07
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-07
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-08
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-08
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-09
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-09
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-10
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-10
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-12
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-12
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-13
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-13
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-14
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-14
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~3P/3P8B/i~33452
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2021/7/2 テグス・ワイヤー・⽷・ひも/LINHASITA社製 ワックスコード | Parts Club

https://www.partsclub.jp/store/k~3P/3P8B 3/4

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

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40件

LINHASITA社製 ワックスコード リーフグリーン

LINHASITA社製 ワックスコード シルバーグレイ

LINHASITA社製 ワックスコード ブルーブラック

LINHASITA社製 ワックスコード リネン

LINHASITA社製 ワックスコード ⾦茶

LINHASITA社製 ワックスコード ブルー

JP-00154-15
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-15
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-16
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-16
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-17
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-17
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-18
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-18
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-19
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-19
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-20
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-20
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1

JP-00154-21
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約0.75mm）
1 ￥220 個 1

JP-00155-21
詳細を⾒る

サイズ︓
本数︓

20m（幅約1mm）
1 ￥220 個 1
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