
ジャグリングショップ RADFACTOR　価格改定商品リスト

2022年5月10日（火）受注分より適用。（価格は全て税込みです）

ディアボロ 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

フェイリン　ノーマルタイプ ¥4,620 ¥4,950

フェイリン　ベアリングタイプ ¥5,500 ¥6,050

シャオリン　通常カラー　 ¥5,500 ¥6,050

シャオリン　通常カラー　新カーボンワッシャー ¥6,380 ¥7,040

シャオリン　クリスタルカラー ¥5,830 ¥6,050

シャオリン　クリスタルカラー　新カーボンワッシャー ¥6,710 ¥7,040

シャオリンライト　クリスタルカラー ¥5,830 ¥6,050

トップディアボロ ¥7,150 ¥7,810

トップディアボロ　スタビライザー付 ¥9,680 ¥9,900

ソアリン トップディアボロ ¥7,425 ¥8,030

ソアリン トップディアボロ　スタビライザー付 ¥9,955 ¥10,450

ゲンフウサンバイリン　クリスタルカラー ¥8,360 ¥8,690

ゲンフウサンバイリン　ピンクグリッター ¥8,580 ¥8,910

ゲンフウサンバイリン　マーブルカラー ¥9,130 ¥9,900

ホイッスルディアボロ　アルマイト加工アルミアクセル ¥3,850 ¥4,180

ホイッスルディアボロ　その他アクセル ¥4,620 ¥5,060

ソアリンサンバイリン　ハードタイプ　通常カラー ¥8,030 ¥8,690

ソアリンサンバイリン　ハードタイプ　パールカラー ¥8,360 ¥8,690

ゲンフウリン　クリスタルカラー ¥5,830 ¥6,600

ゲンフウリン　ピンクグリッター ¥6,050 ¥7,260

ゲンフウリン　マーブルカラー ¥6,600 ¥7,260

ストームディアボロ　固定軸 ¥4,070 ¥4,400

ストームディアボロ　ベアリングタイプ ¥4,400 ¥4,840

ストームディアボロ　サンバイリンアクセル ¥6,600 ¥7,260

ソアリン　ソフトタイプ　通常カラー ¥5,500 ¥6,050

ソアリン　ソフトタイプ　クリスタルカラー ¥5,830 ¥6,050

ソアリン　ハードタイプ　通常カラー ¥5,500 ¥6,050

ソアリン　ハードタイプ　クリスタルカラー ¥5,830 ¥6,050

ソアリン ソフトタイプクリスタルグリッターカラーノーマルアクセル ¥5,500 ¥6,050

ソアリン ソフトタイプ クリスタルカラー ノーマルアクセル ¥5,280 ¥5,720

ソアリン ソフトタイプ ノーマルアクセル 通常カラー ¥4,950 ¥5,720

ソアリン ハードタイプ ノーマルアクセル 通常カラー ¥4,950 ¥5,720

ソアリン ハードタイプ ノーマルアクセル パールカラー ¥5,280 ¥5,720

トライフェクタウーバイリン ¥10,120 ¥11,000

ミニシャオリン ノーマルアクセル ¥4,180 ¥4,950

ミニシャオリン ハイブリッドアクセル ¥4,730 ¥5,280

ミニシャオリン サンバイリンアクセル ¥7,260 ¥7,920

ファルコン 通常カラー ノーマルアクセル ¥6,050 ¥6,930

ファルコン プレイヤーモデル ノーマルアクセル ¥6,930 ¥7,920

ファルコン 通常カラー ハイブリッドアクセル ¥6,600 ¥7,260

ファルコン プレイヤーモデル ハイブリッドアクセル ¥7,480 ¥8,250

ファルコン 通常カラー サンバイリン ¥9,020 ¥9,900

ファルコン プレイヤーモデル サンバイリン ¥9,900 ¥10,890

ファルコン 通常カラー サンバイリン カーボンワッシャー ¥9,900 ¥10,890

ファルコン プレイヤーモデル サンバイリン カーボンワッシャー ¥10,780 ¥11,880

ファルコン 通常カラー ウーバイリン ¥10,120 ¥11,000

ファルコン プレイヤーモデル ウーバイリン ¥11,000 ¥11,990

ファルコン 通常カラー ウーバイリン カーボンワッシャー ¥11,000 ¥11,990

ファルコン プレイヤーモデル ウーバイリン　カーボンワッシャー ¥11,880 ¥12,980



マグフォース　通常カラー ¥10,560 ¥11,550

マグフォース　プレーヤーカラー ¥11,440 ¥12,584

MHD-PRO 固定軸 ¥6,380 ¥7,040

MHD-PRO サンバイリン ¥8,910 ¥9,680

エボリューションG３ ハードタイプハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG３ ハードタイプノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG３ ソフトタイプハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG３ ソフトタイプノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG2プラス　ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG2プラス　ノーマルアクセルマーブルカラー ¥6,050 ¥7,700

エボリューションG2プラス ハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG2プラス　ハイブリッドアクセルマーブルカラー ¥6,600 ¥8,030

エボリューションG2プラスソフト　ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG2プラスソフト ノーマルアクセル　マーブルカラー ¥6,050 ¥7,700

エボリューションG2プラスソフト ハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG2プラスソフト　ハイブリッドアクセルマーブルカラー ¥6,600 ¥8,030

エボリューションG2プラス Guillaume Karpowiczモデル ¥6,600 ¥7,260

エボリューションG2プラス Steve Caveagnaモデル ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG2プラス Steve Caveagnaモデル ハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG3 ソフトタイプ EJC限定カラー ノーマルアクセル ¥6,050 ¥6,930

エボリューションG3 ソフトタイプ EJC限定カラー ハイブリッドアクセル ¥6,600 ¥7,260

エボリューションG3 ソフトタイプ EJC限定カラー ウーバイリン ¥10,450 ¥11,440

エボリューションG3 ハードタイプ ちゃんへんモデル ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

エボリューションG3 ハードタイプ ちゃんへんモデル ハイブリッドアクセル ¥5,940 ¥6,600

エボリューションG3 ハードタイプ ちゃんへんモデル ウーバイリン ¥9,790 ¥10,780

ウーバイリンG2 ¥9,790 ¥10,780

ソアリンギャラクシー ¥24,200 ¥26,400

EVOギャラクシー ¥24,420 ¥26,840

スターターディアボロ(ニンブル)　ノーマルタイプセット 通常セット ¥3,080 ¥3,520

スターターディアボロ(ニンブル)　ノーマルタイプセット フルセット ¥6,930 ¥7,370

スターターディアボロ(ニンブル)　ベアリングタイプセット 通常セット ¥3,850 ¥4,400

スターターディアボロ(ニンブル)　ベアリングタイプセット フルセット ¥7,700 ¥8,250

スターターディアボロ(ECHO)　ノーマルタイプセット 通常セット ¥2,750 ¥3,080

スターターディアボロ(ECHO)　ノーマルタイプセット フルセット ¥6,600 ¥6,930

スターターディアボロ(ECHO)　ベアリングタイプセット 通常セット ¥3,300 ¥3,850

スターターディアボロ(ECHO)　ベアリングタイプセット フルセット ¥7,150 ¥7,700

スターターディアボロ(ECHO)　高速ベアリングタイプセット 通常セット ¥4,180 ¥4,620

スターターディアボロ(ECHO)　高速ベアリングタイプセット フルセット ¥8,030 ¥8,470

ディアボロ　ハンドスティック 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

プラスティックハンドスティック ¥1,540 ¥1,705

木製ハンドスティック ¥385 ¥440

ECHOハンドスティック ¥2,750 ¥3,080

ウィップスティック ¥385 ¥440

プラスティックハンドスティック チャオツーハン(趙志翰)モデル ¥2,200 ¥2,420

ディアボロ　ストリングス 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

ノンフリクションストリングス ¥1,320 ¥1,430



ディアボロ　アクセサリー 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

T字レンチ ¥308 ¥385

USB充電式 LEDキット(両側セット) ケーブルなし ¥7,150 ¥7,700

USB充電式 LEDキット(両側セット) ケーブルあり ¥8,250 ¥8,910

ディアボロUSB充電式LEDキット充電ケーブル ¥1,100 ¥1,210

ディアボロ　パーツ 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

フェイリンカーボンスティック32cm 8φリペア用グリップ ¥880 ¥990

フェイリンカーボンスティック30cm 7φリペア用グリップ ¥880 ¥990

ノーマルタイプパーツセット ¥2,970 ¥3,300

回転ベアリング用パーツセット ¥3,850 ¥4,290

アルミ製回転ベアリングパーツセット ¥3,300 ¥3,630

サンバイリン用パーツセット ¥5,500 ¥5,940

トップディアボロパーツセット ¥6,325 ¥6,930

ノーマルアクセル用パーツセット ¥2,640 ¥3,300

ウーバイリンG2用パーツセット ¥7,480 ¥8,250

ウーバイリンG2用パーツセット(リム無し) ¥6,600 ¥7,260

エボリューションディアボロ用パーツセット ¥3,630 ¥3,960

エボリューションディアボロ用パーツセット(リム無し) ¥2,970 ¥3,300

エボリューションディアボロ ノーマルアクセル用パーツセット ¥3,300 ¥3,630

エボリューションディアボロ ノーマルアクセル用パーツセット(リム無し) ¥2,640 ¥2,970

トップディアボロ用先端パーツ ¥3,300 ¥3,630

ロングハイブリッドアクセル ¥1,980 ¥2,200

ノーマルアクセル用パーツセット ¥2,640 ¥3,300

回転ベアリングアクセル ¥2,750 ¥3,080

アルミ製回転ベアリングアクセル ¥1,980 ¥2,200

ノーマルサンバイリンアクセル ¥3,080 ¥3,300

ハイブリッドサンバイリンアクセル ¥3,080 ¥3,300

ウーバイリンアクセル ¥3,080 ¥3,300

ノーマルタイプステンレスボルト ¥770 ¥880

サンバイリン用ボルト ¥880 ¥990

ウーバイリン用ボルト ¥1,100 ¥1,210

カーボンワッシャー ¥660 ¥715

サンバイリン用ボールベアリング ¥550 ¥605

ウーバイリン用ダブルボールベアリング ¥1,100 ¥1,210

ディアボロ　カップ 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

エボリューションG3ソフトカップ ¥1,375 ¥1,430

エボリューションG3ハードカップ ¥1,375 ¥1,430

フェイリンカップ ¥1,100 ¥1,210

シャオリンカップ　通常カラー ¥1,375 ¥1,540

ゲンフウリンカップ　ピンクグリッター ¥1,650 ¥1,870

ゲンフウリンカップ　マーブルカラー ¥1,925 ¥2,090

ソアリンソフトカップ　通常カラー ¥1,375 ¥1,540

フェイリンスターターカップ ¥880 ¥990

ゲンフウリンアイスカップ ¥1,375 ¥1,540

ECHOカップ ¥880 ¥990

ファルコンカップ 通常カラー ¥1,925 ¥2,145

ファルコンカップ プレーヤーカラー ¥2,365 ¥2,640



ミスターババシュ 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

ステージボール MB 100mm ￥1,210 ￥1,485

ステージボール MB ピーチ 100mm ￥1,430 ￥1,650

ジャグリングリング　ラージ ￥1,100 ￥1,320

MB スタンダードリング ￥880 ￥990

ウインド ストリーム リング ￥990 ￥1,100

MB ジャグリングナイフ ￥6,380 ￥6,380

ファイアーデビルスティック　スティック付き ￥8,250 ￥8,800

MB ジャグリングカップ グラビティ ￥2,090 ￥2,640

MB　マリオベルセククラブ ￥6,050 ￥6,930

MB ビーンバッグ ラージ ￥1,650 ￥1,980

ヘンリース 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

ヘンリースクラブ リペア用ヘッドラバー Yタイプ ￥330 ￥396

ヘンリースクラブ リペア用ヘッドラバー Xタイプ ￥330 ￥396

ヘンリースクラブ リペア用ノブ Aタイプ ￥330 ￥396

ヘンリースクラブ リペア用 センターリング ￥330 ￥396

HENRYS ループクラブ メタリック ￥4,290 ￥4,620

HENRYS ドルフィンクラブ メタリック ￥3,850 ￥4,180

HENRYS ピルエットクラブ メタリック ￥4,950 ￥5,280

HENRYS ピルエットクラブ 【グリップ】 ￥4,180 ￥4,510

HENRYS ピルエットクラブ ￥4,180 ￥4,510

HENRYS ループクラブ 【グリップ】 ￥3,520 ￥3,850

HENRYS ループクラブ ￥3,520 ￥3,850

HENRYS ドルフィンクラブ ロング ￥3,080 ￥3,410

HENRYS ドルフィンクラブ ショート ￥3,080 ￥3,410

HENRYS ドルフィンクラブ ロング RF別注カラー ￥3,300 ￥3,630

HENRYS ドルフィンクラブ ショート RF別注カラー ￥3,300 ¥3,630

HENRYS ファイヤートーチ ￥5,390 ￥5,940

ヘンリースウッディシガーボックス　本体のみ ￥2,310 ￥2,530

ヘンリース　ウッディシガーボックス ￥3,520 ￥3,740

ヘンリース　ウッディシガーボックス 木目 ￥2,640 ￥2,860

HENRYS スピニングプレート　本体のみ ￥990 ￥1,100

HENRYS スピニングプレート　スティック付き ￥1,320 ￥1,430

PLAY 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

Gフォース(アトミック） 60mm ￥1,760 ￥1,980

Gフォース(アトミック） 65mm ￥1,980 ￥2,200

Gフォース(アトミック） 70mm ￥2,200 ￥2,420

MMXプラスボール ￥1,650 ￥1,870

MMXボール ￥1,540 ￥1,760

シリックスボールライト67mm ￥1,430 ￥1,650

シリックスボールライト75mm ￥1,540 ￥1,760

シリックスボールライト78mm ￥1,650 ￥1,870

シリックスボール 67mm ￥1,980 ￥2,200

シリックスボール 75mm ￥2,090 ￥2,310

シリックスボール 78mm ￥2,200 ￥2,420

シリックスボール 100mm ￥2,640 ￥2,860

シリックス インプローションボール　67mm ￥2,200 ￥2,420



シリックス インプローションボール　75mm ￥2,310 ￥2,530

シリックス インプローションボール　78mm ￥2,420 ￥2,640

シリックス インプローションボール　100mm ￥2,860 ￥3,080

PX4クラブ シリウス (ラップハンドル) ￥4,620 ￥4,950

PX4クラブ クァンタム(ラップハンドル) ￥4,620 ￥4,950

PX4 クラブ シリウス (スムースハンドル) ￥3,740 ￥4,180

PX4 クラブ クァンタム(スムースハンドル) ￥3,740 ￥4,180

EX1クラブ シリウス ラップハンドル ￥4,620 ￥4,950

EX1クラブ シリウス スムースハンドル ￥3,740 ￥4,180

EX1 クラブ クァンタム ラップハンドル ￥4,620 ￥4,950

EX1 クラブ クァンタム スムースハンドル ￥3,740 ￥4,180

PX3　PX4 クラブ フラットヘッドラバー ￥440 ￥550

PX3　PX4 クラブ ヘッドラバー ￥440 ￥550

PX3　PX4 クラブ ノブ ￥440 ￥550

PX4 クラブ リペア用中心部パーツ ￥330 ￥440

PX3　PX4 クラブ 【フラットノブ】 ￥440 ￥550

ラージリング サターン ￥880 ￥1,100

ラージリング サターン　グロー ￥1,100 ￥1,320

クリスタルボール(カラー含む) 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

60mm ￥1,100 ￥1,540

70mm ￥1,650 ￥1,980

76mm ￥1,980 ￥2,420

80mm ￥2,420 ￥2,750

82mm ￥2,420 ￥2,860

90mm ￥2,970 ￥3,520

95mm ￥3,630 ￥4,180

100mm ￥3,850 ￥4,400

110mm ￥5,940 ￥6,600

120mm ￥8,800 ￥9,900

70mm クリアUV ￥1,980 ￥2,200

76mm クリアUV ￥2,200 ￥2,750

100mm クリアUV ￥4,400 ￥4,950

クリスタルボールスターターセットB（76mm 4個 ・ 100mm 1個） ¥10,000 ¥12,000

クリスタルボールスターターセットA（70mm 4個 ・ 95mm 1個） ¥8,800 ¥10,500

その他 旧価格(税込) 新価格(税込)

商品名

スピニングプレート(1枚) ￥880 ￥990

スピニングプレート(30枚セット) ￥18,150 ￥20,790

スピニングプレート(40枚セット) ￥24,200 ￥27,720

スピニングプレート(50枚セット) ￥30,250 ￥34,650

RFリング(1枚) ￥770 ￥880

RFリングリング(60枚セット) ￥26,400 ￥33,000

RFリングリング(90枚セット) ￥39,600 ￥49,500

ウインドブレーカー ￥2,420 ￥2,860

ウインドブレーカースティックあり ￥2,970 ￥3,520

バランススピードプレート ￥3,630 ￥4,180

バランススピードプレートスティックあり ￥3,850 ￥4,400

※本一覧以外の商品も価格の変更が行われる場合があります。

また、改定商品が多数あるため、リストの漏れ、誤りの可能性があります事をご了承ください。


