
   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20件

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊
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ドロップ

メタルフープ デザイン（しずく） ロジウム

メタルフープ デザイン（しずく） ライトゴールド

メタルフープ ツイスト（ドロップ 上部通し⽳有り） ロジウム

メタルフープ ツイスト（ドロップ 上部通し⽳有り） ロジウム

メタルフープ ツイスト（ドロップ 上部通し⽳有り） ライトゴールド

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 ドロップ

 

0

キーワード・商品番号から探す

PC-301225-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約10.5（9）×8（6）mm 厚み︓
約1mm
10

￥176 個 1

PC-301222-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約16.5（15）×11（9.5）mm 厚
み︓約1.5mm
4

￥132 個 1

PC-301225-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約10.5（9）×8（6）mm 厚み︓
約1mm
10

￥176 個 1

PC-301222-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約16.5（15）×11（9.5）mm 厚
み︓約1.5mm
4

￥132 個 1

PC-301623-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約25×20mm 線径約1.5×1mm
（⽬安）
1

￥198 個 1

EU-02441-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約16.5×11.5mm 線径約1×0.5m
m（⽬安）
1

￥154 個 1

EU-02442-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約21×12.5mm 線径約1×0.5mm
（⽬安）
1

￥176 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/2P2U/2P2U0Z/i~20891
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20892
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~29505
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33313
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33314
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/2P2U/2P2U0Z/i~20891
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20891
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=20891
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20887
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20887
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=20887
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20892
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20892
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=20892
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20888
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~20888
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=20888
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~29505
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~29505
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=29505
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33313
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33313
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33313
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33315
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33315
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33315
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メタルフープ（しずく/2823） ロジウム

メタルフープ（しずく/2823） ライトゴールド

メタルフープ（しずく/2823） マットライトゴールド

メタルフープ（しずく/2824） ロジウム

メタルフープ（しずく/2824） ライトゴールド

メタルフープ（しずく/2824） マットライトゴールド

EU-02441-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約16.5×11.5mm 線径約1×0.5m
m（⽬安）
1

￥154 個 1

EU-02442-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約21×12.5mm 線径約1×0.5mm
（⽬安）
1

￥176 個 1

PC-302823-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約29×18(25×12)mm 厚み︓約
1.5mm(⽬安)
1

￥198 個 1

PC-302823-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約29×18(25×12)mm 厚み︓約
1.5mm(⽬安)
1

￥198 個 1

PC-302823-MG5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約29×18(25×12)mm 厚み︓約
1.5mm(⽬安)
1

￥198 個 1

PC-302824-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約19×12(16×8)mm 厚み︓約1.
5mm(⽬安)
1

￥154 個 1

PC-302824-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約19×12(16×8)mm 厚み︓約1.
5mm(⽬安)
1

￥154 個 1

PC-302824-MG5 サイズ︓ 約19×12(16×8)mm 厚み︓約1.

https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34780
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34781
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34782
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34949
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34950
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34951
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33314
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33314
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33314
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33316
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~33316
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33316
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34780
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34780
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34780
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34781
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34781
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34781
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34782
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34782
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34782
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34949
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34949
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34949
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34950
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34950
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34950
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34951
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34951


商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊
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全20件

履歴を消す

OL-00816-CR EU-01146-G5 PC-300894-G5 NO-00920-9 JP-00226 JP-00440-PU PC-300227-G5 DP-00674-01 DP-00672-01

メタルフープ（変形ドロップ/3482） ロジウム

メタルフープ（変形ドロップ/3482） ライトゴールド

メタルフープ（変形ドロップ/3482） マットライトゴールド

メタルフープ（ドロップ・槌⽬調 上部通し⽳有り/3224） ロジウム

メタルフープ（ドロップ・槌⽬調 上部通し⽳有り/3224） ライトゴールド

詳細を⾒る
⼊数︓

5mm(⽬安)
1

￥154
個 1

EU-03482-R
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約35×21(28×15)mm 厚み約1m
m(⽬安)
1

￥242 個 1

EU-03482-G5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約35×21(28×15)mm 厚み約1m
m(⽬安)
1

￥242 個 1

EU-03482-MG5
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

約35×21(28×15)mm 厚み約1m
m(⽬安)
1

￥242 個 1

PC-303224-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約27×17(23.5×14.5)mm(⽬安)
1 ￥154 個 1

PC-303224-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約27×17(23.5×14.5)mm(⽬安)
1 ￥154 個 1

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/2P2U/2P2U0Z/i~35433
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35434
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35435
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40368
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40369
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~34951
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=34951
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35433
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35433
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35433
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35434
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35434
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35434
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35435
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~35435
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35435
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40368
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40368
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40368
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40369
https://www.partsclub.jp/store/k~2P/2P2U/2P2U0Z/i~40369
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=40369

