
   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

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

その他

メタルプレート（カーブ・821） ソフトロジウム（つや消し）

メタルプレート（カーブ・821） ソフトライトゴールド（つや消し）

メタルプレート（カーブ・823） ソフトライトゴールド（つや消し）

メタルプレート（オーバル ウェーブ・トップホール 3251） R

メタルプレート（オーバル ウェーブ・トップホール 3251） G5

メタルプレート（ハート ダイヤカット・トップホール 2647） ロジウム

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 その他

 

0

キーワード・商品番号から探す

PC-300821-SR
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約9×8mm
4 ￥132 個 1

PC-300821-SG5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約9×8mm
4 ￥132 個 1

PC-300823-SG5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約6×5mm
10 ￥132 個 1

EU-03251-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約18×12mm
1 ￥154 個 1

EU-03251-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約18×12mm
1 ￥154 個 1

https://www.partsclub.jp/store/
https://www.partsclub.jp/store/customer/entry.aspx
https://www.partsclub.jp/store/customer/mypage.aspx
https://www.facebook.com/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96-103117144761974
https://twitter.com/partsclubonline
https://www.instagram.com/partsclub_official/
https://www.partsclub.jp/store/
https://www.partsclub.jp/store/pages/welcome.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/guide.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/faq.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/contact_index.aspx
https://www.endless-inc.jp/
https://www.partsclub.jp/store/pages/hajimete.aspx
https://www.partsclub.jp/store/k~4F
https://www.partsclub.jp/store/k~65/6501
https://www.partsclub.jp/store/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83%8C%81%5B%83%80%83K%83%89%83X&image.x=0&image.y=0
https://www.partsclub.jp/store/goods/search.aspx
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~28833
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31616
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31618
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36367
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36368
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37443
https://www.partsclub.jp/store/k~0/
https://www.partsclub.jp/store/recipe/recipe.aspx
https://www.partsclub.jp/store/k~4P/
https://www.partsclub.jp/store/pages/event_index.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo.aspx
https://www.partsclub.jp/store/k~6F/
https://www.partsclub.jp/store/pages/oroshi.aspx
https://www.partsclub.jp/store/customer/bookmark.aspx
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~28833
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~28833
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=28833
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31616
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31616
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31616
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31618
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~31618
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31618
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36367
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36367
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36367
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36368
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~36368
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36368


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

メタルプレート（ハート ダイヤカット・トップホール 2647） ライトゴールド

メタルプレート（スター テクスチャー・トップホール 3371） ロジウム

メタルプレート（スター テクスチャー・トップホール 3371） ライトゴールド

メタルプレート（ハート テクスチャー・トップホール 3373） ロジウム

メタルプレート（ハート テクスチャー・トップホール 3373） ライトゴールド

メタルプレート（ハート テクスチャー・トップホール 3373） マットライトゴールド

EU-02647-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約11.5×12mm
1 ￥264 個 1

EU-02647-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約11.5×12mm
1 ￥264 個 1

EU-03371-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約19mm
2 ￥176 個 1

EU-03371-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約19mm
2 ￥176 個 1

EU-03373-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約17×20mm
2 ￥176 個 1

EU-03373-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約17×20mm
2 ￥176 個 1

EU-03373-MG5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約17×20mm
2 ￥176 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37444
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37445
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37446
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37448
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37449
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37450
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37454
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37443
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37443
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37443
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37444
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37444
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37444
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37445
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37445
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37445
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37446
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37446
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37446
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37448
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37448
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37448
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37449
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37449
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37449
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37450
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37450
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37450


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

メタルプレート（フラワー テクスチャー・トップホール） ロジウム

メタルプレート（フラワー テクスチャー・トップホール） ライトゴールド

メタルプレート（フラワー テクスチャー・トップホール） マットライトゴールド

メタルプレート（ギャザー・カン付き） ロジウム

メタルプレート（ギャザー・カン付き） ライトゴールド

メタルプレート（変形オーバル 槌⽬調・トップホール 3223） R

PC-302907-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥242 個 1

EU-03377-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約27mm
1 ￥176 個 1

PC-302907-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥242 個 1

EU-03377-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約27mm
1 ￥176 個 1

EU-03377-MG5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約27mm
1 ￥176 個 1

PC-303193-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約23mm（カン含まず）
1 ￥132 個 1

PC-303193-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約23mm（カン含まず）
1 ￥132 個 1

PC-303223-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
1 ￥132 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37454
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37455
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37453
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39747
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39748
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40286
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40287
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37454
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37454
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37454
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37451
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37451
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37451
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37455
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37455
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37455
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37452
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37452
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37452
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37453
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~37453
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37453
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39747
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39747
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=39747
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39748
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~39748
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=39748
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40286
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40286
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40286


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23件

履歴を消す

OL-00816-CR
￥154(税込)

EU-01146-G5
￥88(税込)

PC-300894-G5
￥132(税込)

NO-00920-9
￥528(税込)

JP-00226
￥418(税込)

JP-00440-PU
￥1,100(税込)

PC-300227-G5
￥110(税込)

DP-00674-01
￥132(税込)

DP-00672-01
￥132(税込)

メタルプレート（変形オーバル 槌⽬調・トップホール 3223） G5

メタルプレート（変形 トップホール 3254） R

メタルプレート（変形 トップホール 3254） G5

PC-303223-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
1 ￥132 個 1

PC-303254-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約25×17mm
1 ￥132 個 1

PC-303254-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約25×17mm
1 ￥132 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

HOME  会社概要  リクルート  特定商取引法に基づく表⽰  プライバシーポリシー Copyright (C) Endless Co.,Ltd. All rights reserved

javascript:void(0);
https://www.partsclub.jp/store/k~1U/1UC5/i~37915
https://www.partsclub.jp/store/k~1U/1UC5/i~37915
https://www.partsclub.jp/store/k~3F/3F05/i~31577
https://www.partsclub.jp/store/k~3F/3F05/i~31577
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P0U/2P0U20/i~31678
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P0U/2P0U20/i~31678
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F1B/i~30987
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F1B/i~30987
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F1K/i~35299
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F1K/i~35299
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F0U/i~38824
https://www.partsclub.jp/store/k~4F/4F0U/i~38824
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P0A/2P0A01/i~32075
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P0A/2P0A01/i~32075
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1543/i~41348
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1543/i~41348
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1543/i~41346
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1543/i~41346
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40287
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40814
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40815
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40287
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40287
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40287
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40814
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40814
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40814
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40815
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2K/2P2K09/i~40815
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40815
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list1.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list2.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list4.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list3.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_list5.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo_eventinfo.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/tenpo.aspx
https://www.partsclub.jp/store/customer/mypage.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/guide.aspx#01
https://www.partsclub.jp/store/pages/faq.aspx
https://www.partsclub.jp/store/quickorder/quickorder.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/guide.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/guide.aspx#02
https://www.partsclub.jp/store/pages/contact_index.aspx
https://www.facebook.com/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96-103117144761974
https://twitter.com/partsclubonline
https://www.instagram.com/partsclub_official/
https://www.partsclub.jp/store/
http://www.endless-inc.jp/
https://endless-recruit.jp/-/top/index.html
https://www.partsclub.jp/store/pages/indication.aspx
https://www.partsclub.jp/store/pages/privacy.aspx

