
   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41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

Cカン・三⾓カン

Cカン ロジウム

Cカン 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 Cカン・三⾓カン

 

0

キーワード・商品番号から探す

PC-303259-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.55×3.5×2.5mm
2 ￥132 個 1

PC-300309-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×3×4mm
5 ￥132 個 1

PC-301022-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.7×3.5×4mm
5 ￥132 個 1

EU-01577-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×4×5mm
5 ￥110 個 1

EU-01578-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×4.5×6mm
5 ￥110 個 1

LPC-301022-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.7×3.5×4mm(⼤袋)
50 ￥1,188 個 1

PC-303259-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.55×3.5×2.5mm
2 ￥132 個 1

PC-300309-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×3×4mm
5 ￥132 個 1

PC-301022-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.7×3.5×4mm
5 ￥132 個 1

EU-01577-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×4×5mm
5 ￥110 個 1

EU-01578-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×4.5×6mm
5 ￥110 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~3A/3A0P/i~8827
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19618
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~3A/3A0P/i~8827
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8827
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8827
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8828
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8828
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8828
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~16408
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~16408
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=16408
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15966
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15966
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=15966
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15967
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15967
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=15967
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~37784
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~37784
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37784
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19618
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19618
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=19618
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19619
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19619
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=19619
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19620
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19620
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=19620
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31443
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31443
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31443
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31444
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31444
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31444


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

Cカン 真鍮古美

甲丸Cカン ロジウム

甲丸Cカン ライトゴールド

デザインCカン（丸線） ロジウム

デザインCカン（丸線） ライトゴールド

LPC-301022-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.7×3.5×4mm(⼤袋)
50

￥1,188
個 1

PC-300309-SN
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×3×4mm
5 ￥132 個 1

PC-301022-SN
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.7×3.5×4mm
5 ￥132 個 1

EU-01578-SN
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×4.5×6mm
5 ￥110 個 1

PC-300079-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

1.2×3.5×5mm
5 ￥110 個 1

PC-300160-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

1.2×3.7×5.5mm
5 ￥110 個 1

PC-300079-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

1.2×3.5×5mm
5 ￥110 個 1

PC-300160-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

1.2×3.7×5.5mm
5 ￥110 個 1

PC-303158-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303157-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8839
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8848
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31446
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38510
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38511
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~37785
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~37785
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=37785
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8839
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8839
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8839
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~16411
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~16411
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=16411
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15973
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~15973
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=15973
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8848
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8848
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8848
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8849
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8849
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8849
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31446
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31446
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31446
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31447
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~31447
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=31447
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38510
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38510
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38510
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38508
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38508
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38508


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

デザインCカン（ツイスト） ロジウム

デザインCカン（ツイスト） ライトゴールド

デザインCカン（スターダスト） ロジウム

デザインCカン（スターダスト） ライトゴールド

PC-303158-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303157-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

PC-303160-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303159-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

PC-303160-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303159-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

PC-303162-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303161-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

PC-303162-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約1.9×20×14mm
2 ￥165 個 1

PC-303161-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2.1×23.5×18mm
2 ￥198 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38514
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38515
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38518
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38519
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38522
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38511
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38511
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38511
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38509
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38509
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38509
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38514
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38514
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38514
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38512
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38512
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38512
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38515
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38515
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38515
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38513
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38513
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38513
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38518
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38518
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38518
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38516
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38516
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38516
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38519
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38519
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38519
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38517
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38517
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38517


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

デザインCカン（⾓線） ロジウム

デザインCカン（⾓線） ライトゴールド

三⾓カン ロジウム

三⾓カン ライトゴールド

三⾓カン 真鍮古美

PC-303164-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2×20×15mm
2 ￥165 個 1

PC-303163-R
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2×23.5×19mm
2 ￥198 個 1

PC-303164-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2×20×15mm
2 ￥165 個 1

PC-303163-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2×23.5×19mm
2 ￥198 個 1

PC-300080-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×5mm
5 ￥99 個 1

PC-300456-R
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×7mm
5 ￥99 個 1

PC-300080-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×5mm
5 ￥99 個 1

PC-300456-G5
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×7mm
5 ￥99 個 1

PC-300080-SN
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.6×5mm
5 ￥99 個 1

PC-300456-SN
詳細を⾒る

サイズ︓
内容量（g）︓

0.8×7mm
5 ￥99 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38522
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38523
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8862
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19621
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8868
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38522
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38522
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38522
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38520
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38520
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38520
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38523
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38523
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38523
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38521
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~38521
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38521
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8862
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8862
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8862
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8863
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8863
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8863
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19621
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19621
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=19621
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19622
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~19622
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=19622
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8868
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8868
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8868
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8869
https://www.partsclub.jp/store/k~3A/3A0P/i~8869
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=8869

