
   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25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

カラーシェルプレート

※こちらの商品は、天然素材を使⽤しており、また、⼿作業で作られるため、1つ1つの形や⾊、模様、⼤きさが異なります。予めご了承ください。

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） WH

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） PK・PKB

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） GR

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） YE

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 カラーシェルプレート

 

0

キーワード・商品番号から探す

MP-00740-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約10mm
4 ￥154 個 1

MP-00730-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132 個 1

MP-00731-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥176 個 1

MP-00740-PK
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約10mm
4 ￥154 個 1

MP-00730-PKB
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132 個 1

MP-00731-PKB
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥176 個 1

MP-00730-GR
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132

MP-00731-GR
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥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~1K/1K3F/i~38773
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38774
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35797
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38776
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~1K/1K3F/i~38773
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38773
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38773
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~33036
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~33036
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33036
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~33042
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~33042
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=33042
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38774
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38774
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38774
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35795
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35795
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35795
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35796
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35796
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35796
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35797
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35797
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=35797&crsirefo_hidden=4d826410faf035d6d4531d281f0bdfad79f834d551857bc3de82e2b9725e1bc3
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35798
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35798
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35798


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

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） BE

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） LBA

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） BEGR

カラーシェルプレート ラウンド（トップホール） BEGY

MP-00740-YE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約10mm
4 ￥154 個 1

MP-00730-YE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132 個 1

MP-00731-YE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥176 個 1

MP-00740-BE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約10mm
4 ￥154 個 1

MP-00730-BE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132 個 1

MP-00731-BE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥176 個 1

MP-00740-LBA
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約10mm
4 ￥154 個 1

MP-00730-LBA
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約15mm
2 ￥132 個 1

MP-00731-LBA
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20mm
2 ￥176 個 1

MP-00741-BEGR
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約22.4mm
1 ￥154 個 1

MP-00741-BEGY
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約22.4mm
1

￥154
個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38777
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38780
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38853
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38854
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38776
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38776
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38776
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35799
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35799
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35799
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35800
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35800
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35800
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38777
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38777
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38777
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38778
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38778
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38778
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38779
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38779
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38779
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38780
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38780
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38780
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38781
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38781
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38781
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38782
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38782
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38782
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38853
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38853
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38853
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38854
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38854
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38854


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

全25件

カラーシェルプレート ドロップ（トップホール） PK

カラーシェルプレート ドロップ（トップホール） GR

カラーシェルプレート ドロップ（トップホール） YE

カラーシェルプレート ドロップ（トップホール） BE

カラーシェルプレート ドロップ（トップホール） LBA

カラーシェルプレート ラウンド（ツーホール） WH

MP-00739-PK
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
2 ￥176 個 1

MP-00739-GR
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
2 ￥176 個 1

MP-00739-YE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
2 ￥176 個 1

MP-00739-BE
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
2 ￥176 個 1

MP-00739-LBA
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約20×15mm
2 ￥176 個 1

MP-00760-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約8mm
10 ￥132 個 1

javascript:void(0);
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35802
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35803
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35804
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38783
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38784
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~39034
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35802
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35802
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35802
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35803
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35803
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35803
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35804
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~35804
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=35804
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38783
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38783
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38783
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38784
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~38784
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=38784
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~39034
https://www.partsclub.jp/store/k~1K/1K3F/i~39034
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=39034

