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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10件
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レース⽷

レース⽷ ラメ・ゴールド

レース⽷ ラメ・シルバー

レース⽷ ⾦票#40 単⾊・⿊（#901）

レース⽷ ⾦票#40 単⾊・⽩（#801）

レース⽷ ⾦票#40 単⾊・ピンクベージュ（#810）

レース⽷ ⾦票#40 単⾊・スモーキーブラウン（#455）

レース⽷ エミーグランデ＜カラーズ＞ アイボリー（#804）

レース⽷ エミーグランデ＜カラーズ＞ ⿊（#901）

レース⽷ エミーグランデ＜カラーズ＞ ピンクベージュ（#734）

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 レース⽷

 

0

キーワード・商品番号から探す

NO-00408-1
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓
備考︓

⻑さ約137m
20

「ラメ・ゴールド」はパッケージ
のデザイン変更に伴い、画像を変
更いたしました。(2016/05/25)

￥748 個 1

NO-00408-2
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約137m
20 ￥748 個 1

NO-00409-1
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約89m
10 ￥330 個 1

NO-00409-2
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約89m
10 ￥330 個 1

NO-00409-3
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約89m
10 ￥330 個 1

NO-00409-8
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約89m
10 ￥330 個 1

NO-00409-9
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約44m
10 ￥297 個 1

NO-00409-10
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約44m
10 ￥297 個 1
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https://www.partsclub.jp/store/customer/mypage.aspx
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https://www.partsclub.jp/store/k~3P/3P4G/i~20485
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https://www.partsclub.jp/store/customer/bookmark.aspx
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx
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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

全10件

履歴を消す

DP-00673-02

￥132(税込)

DP-00673-05

￥132(税込)

DP-00673-01

￥132(税込)

WD-01322-BE

￥286(税込)

JP-00225-49

￥418(税込)

JP-00223-49

￥495(税込)

JP-00223-01

￥495(税込)

NO-00895

￥330(税込)

EU-03615-CRA
B

￥132(税込)

レース⽷ エミーグランデ＜カラーズ＞ ⾚（#188）

NO-00409-11
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約44m
10 ￥297 個 1

NO-00409-12
詳細を⾒る

サイズ︓
容量（g⽟巻）︓

⻑さ約44m
10 ￥297 個 1

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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