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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21件

商品番号 商品情報 販売価格(税込) 購⼊
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アクセサリー台紙

ORIGINAL WORKS ピアス・イヤリング専⽤台紙 丸型（340） ホワイト（19-2412）

ORIGINAL WORKS ピアス・イヤリング専⽤台紙（341） ホワイト S（19-2622）

ORIGINAL WORKS ピアス・イヤリング専⽤台紙（342） ホワイト M（19-2612）

ORIGINAL WORKS ピアス・イヤリング専⽤台紙（343） ホワイト L（19-2602）

ORIGINAL WORKS ピアス・イヤリング専⽤台紙（344） ホワイト LL（19-2632）

ORIGINAL WORKS ⽴体ピアス・イヤリング専⽤台紙（345） ホワイト S（19-2112）

ORIGINAL WORKS ⽴体ピアス・イヤリング専⽤台紙（346） ホワイト L（19-2102）

ORIGINAL WORKS OA⼿作りピアス・イヤリング専⽤台紙（347） ホワイト LL（44-7641）

ORIGINAL WORKS OA⼿作りピアス・イヤリング専⽤台紙（348） ホワイト S（44-7651）

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 アクセサリー台紙

 

0

キーワード・商品番号から探す

JP-00340
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

直径70mm
20枚 ￥440 個 1

JP-00341
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

45×40mm
30枚 ￥330 個 1

JP-00342
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

55×45mm
25枚 ￥330 個 1

JP-00343
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

70×50mm
20枚 ￥330 個 1

JP-00344
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

90×55mm
16枚 ￥330

JP-00345
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

組⽴時45×45×30mm
18枚 ￥440 個 1

JP-00346
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

組⽴時70×54×47mm
12枚 ￥440 個 1

JP-00347
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚133×55mm シート297×21
0mm
10シート(1シート6枚付)

￥1,045

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~3U/3U12/3U120F/i~36077
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36078
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36079
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36080
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36081
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36082
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36083
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36084
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36085
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~3U/3U12/3U120F/i~36077
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36077
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36077
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36078
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36078
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36078
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36079
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36079
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36079
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36080
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36080
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36080
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36081
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36081
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=36081&crsirefo_hidden=9e13a98f950cb94229a62742598af56e98135304cbcb4a0a2d1ea87acf0ab184
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36082
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36082
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36082
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36083
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36083
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36083
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36084
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36084
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=36084&crsirefo_hidden=9e13a98f950cb94229a62742598af56e98135304cbcb4a0a2d1ea87acf0ab184
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ORIGINAL WORKS OA⼿作りピアス・イヤリング専⽤台紙（349） ホワイト L（44-7601）

ORIGINAL WORKS イヤリング固定⽤スポンジ（350） イヤリング⽤ 厚み2mm（37-570）

ORIGINAL WORKS イヤリング固定⽤スポンジ（351） イヤリング・ノンホールピアス⽤ 厚み4mm（37-571）

ORIGINAL WORKS ネックレス専⽤台紙 チェーンポケット付（352） ホワイト S（19-2432）

ORIGINAL WORKS ネックレス専⽤台紙 チェーンポケット付（353） ホワイト L（19-2422）

ORIGINAL WORKS ネックレス専⽤台紙（354） ホワイト S（19-2682）

ORIGINAL WORKS ネックレス専⽤台紙（355） ホワイト L（19-2672）

ORIGINAL WORKS OAネックレス専⽤台紙 チェーンポケット付（356） ホワイト（44-7661）

ORIGINAL WORKS ヘアアクセサリー専⽤台紙（357） ホワイト （19-2692）

JP-00348
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚44×40mm シート210×148
mm
15シート(1シート15枚付)

￥748 個 1

JP-00349
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚48×66mm シート210×148
mm
15シート(1シート8枚付)

￥748 個 1

JP-00350
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚10×34×2mm シート136×8
0mm
64⽚(32⽚×2シート)

￥693 個 1

JP-00351
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚10×34×4mm シート136×8
0mm
64⽚(32⽚×2シート)

￥748 個 1

JP-00352
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

展開時121×75mm 組⽴時90×55
mm
16枚

￥440

JP-00353
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

展開時186×83mm 組⽴時155×5
3mm
12枚

￥440 個 1

JP-00354
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

90×55mm
16枚 ￥330

JP-00355
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

155×50mm
12枚 ￥330

JP-00356
詳細を⾒る

サイズ︓

⼊数︓

⼀⽚131×55mm シート297×21
0mm
10シート(1シート6枚付)

￥1,045 個 1

JP-00357
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

110×65mm
12枚 ￥330 個 1

https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36086
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36087
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36088
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36089
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36090
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36091
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36092
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36093
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36094
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36095
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36085
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36085
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36085
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36086
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36086
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36086
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36087
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36087
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36087
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36088
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36088
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36088
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36089
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36089
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=36089&crsirefo_hidden=9e13a98f950cb94229a62742598af56e98135304cbcb4a0a2d1ea87acf0ab184
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36090
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36090
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36090
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36091
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36091
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=36091&crsirefo_hidden=9e13a98f950cb94229a62742598af56e98135304cbcb4a0a2d1ea87acf0ab184
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36092
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36092
https://www.partsclub.jp/store/customer/backorder.aspx?goods=36092&crsirefo_hidden=9e13a98f950cb94229a62742598af56e98135304cbcb4a0a2d1ea87acf0ab184
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36093
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36093
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36093
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36094
https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36094
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36094
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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21件

履歴を消す

DP-00673-02

￥132(税込)

DP-00673-05

￥132(税込)

DP-00673-01

￥132(税込)

WD-01322-BE

￥286(税込)

JP-00225-49

￥418(税込)

JP-00223-49

￥495(税込)

JP-00223-01

￥495(税込)

NO-00895

￥330(税込)

EU-03615-CRA
B

￥132(税込)

ORIGINAL WORKS ブローチ専⽤台紙（358） ホワイト S（19-2642）

ORIGINAL WORKS ブローチ専⽤台紙（359） ホワイト L（19-2652）

フックピアスストッパー（808） / WH

JP-00358
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

54×54mm
25枚 ￥330 個 1

JP-00359
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

59×90mm
16枚 ￥330 個 1

OL-00808-WH
詳細を⾒る

サイズ︓
⼊数︓

約2mm（⽬安）
約100 ￥110 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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https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41310
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41310
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41313
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41313
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41309
https://www.partsclub.jp/store/k~15/1540/i~41309
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https://www.partsclub.jp/store/k~1U/1UEB/i~41271
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https://www.partsclub.jp/store/k~3U/3U12/3U120F/i~36095
https://www.partsclub.jp/store/cart/basket.aspx?goods=36095
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