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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23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

⽇本製プラスチックパール(ラウンド・貼り付け）

※こちらの商品は、⼊荷ロットやサイズ毎に同⾊でも⾊にかなりの差異がございます。予めご了承ください。

パール ⽇本製プラスチックパール（ラウンド） #1（ホワイト）

パール ⽇本製プラスチックパール（ラウンド） #6（キスカ）

パール ⽇本製プラスチックパール（ラウンド・⽚⽳） #1（ホワイト）

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 ⽇本製プラスチックパール(ラウンド・貼り付け）

 

0

キーワード・商品番号から探す

JP-00059-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

6mm
20 ￥110 個 1

JP-00060-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

8mm
12 ￥110 個 1

JP-00061-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

10mm
6 ￥110 個 1

JP-00063-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

12mm
4 ￥88 個 1

JP-00064-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

14mm
4 ￥143 個 1

JP-00065-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

16mm
2 ￥143 個 1

JP-00066-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

18mm
2 ￥242 個 1

JP-00059-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

6mm
20 ￥110 個 1

JP-00060-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

8mm
12 ￥110 個 1

JP-00061-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

10mm
6 ￥110 個 1
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商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

パール ⽇本製プラスチックパール（ラウンド・⽚⽳） #6（キスカ）

JP-00067-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

4mm
10
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥143
個 1

JP-00068-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

6mm
10
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥165 個 1

JP-00069-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

8mm
4
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥110 個 1

JP-00070-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

10mm
4
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥154 個 1

JP-00074-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

12mm
4
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥176 個 1

JP-00075-1
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

14mm
2
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥154 個 1

JP-00067-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

4mm
10
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥143 個 1

JP-00068-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

6mm
10
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥165 個 1

JP-00069-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

8mm
4
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥110 個 1

JP-00070-6
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓
備考︓

10mm
4
※「ラウンド・⽚⽳」は、⽳部分
に薄く塗装膜が掛かっています。
針や⽬打ちなどで⽳を開けてご使
⽤ください。

￥154 個 1
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https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=25076
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https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=25081
https://www.partsclub.jp/store/k~0K/0K2K/i~25082
https://www.partsclub.jp/store/k~0K/0K2K/i~25082
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=25082
https://www.partsclub.jp/store/k~0K/0K2K/i~25083
https://www.partsclub.jp/store/k~0K/0K2K/i~25083
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=25083


2021/7/2 パール/⽇本製プラスチックパール(ラウンド・貼り付け） | Parts Club

https://www.partsclub.jp/store/k~0K/0K2K 3/3

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊

全23件

履歴を残す

パール ⽇本製プラスチックパール（貼り付け スリークォーター） ホワイト

履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。

JP-00138-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

8mm
2 ￥165

JP-00139-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

10mm
2 ￥198 個 1

JP-00140-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
粒数︓

12mm
2 ￥242 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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