
ジャグリングショップ RADFACTOR　価格改定商品リスト

2023年2月1日（水）受注分より適用。価格は全て税込価格となります。
※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。

デビルスティック／フラワースティック 旧価格(税込) 新価格(税込)
商品名
ピラリアス ノンデコレーション ¥4,840 ¥6,050
ピラリアス ノンデコレーション スティック付き ¥5,687 ¥6,930
ピラリアス ソリッドカラー ¥5,566 ¥6,710
ピラリアス ソリッドカラー スティック付き ¥6,413 ¥7,590
ピラリアス メタリックカラー ¥5,929 ¥6,820
ピラリアス メタリックカラー スティック付き ¥6,776 ¥7,700
フラワースティック プロテア 本体のみ ¥8,470 ¥10,120
フラワースティック プロテア スティック付き ¥9,240 ¥11,000
フラワースティック プロテア パステルテルカラー 本体のみ ¥8,800 ¥10,450
フラワースティック プロテア パステルテルカラー スティック付き ¥9,570 ¥11,330
フラワースティック プロテア マーブルテルカラー 本体のみ ¥9,130 ¥10,780
フラワースティック プロテア マーブルテルカラー スティック付き ¥9,900 ¥11,660

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 ¥1,485 ￥1,870
ステージボール MB ピーチ 100mm ¥1,650 ￥2,090
ジャグリングリング　ラージ ¥1,320 ￥1,650
MB スタンダードリング ¥990 ￥1,210
ウインド ストリーム リング ¥1,100 ￥1,320
MB ジャグリングナイフ ¥6,380 ￥7,700
ファイアーデビルスティック　スティック付き ¥8,800 ￥10,450
MB ジャグリングカップ グラビティ ¥2,640 ￥3,080
MB　マリオベルセククラブ ¥6,930 ￥8,250
MB ビーンバッグ ラージ ¥1,980 ￥2,200

ヘンリース 旧価格(税込) 新価格(税込)
商品名
HENRYS HIXロシアンボール 62mm ￥1,210 ¥1,320
HENRYS HIXロシアンボール 67mm ￥1,210 ¥1,320
HENRYS HIXボール 62mm ￥1,320 ¥1,430
HENRYS HIXボール 67mm ￥1,320 ¥1,430
ヘンリースクラブ リペア用ヘッドラバー Yタイプ ￥396 ¥550
ヘンリースクラブ リペア用ヘッドラバー Xタイプ ￥396 ¥550
ヘンリースクラブ リペア用ノブ Aタイプ ￥396 ¥550
ヘンリースクラブ リペア用 センターリング ￥396 ¥550
HENRYS ループクラブ メタリック ￥4,620 ¥5,280
HENRYS ドルフィンクラブ メタリック ￥4,180 ¥4,950



HENRYS ピルエットクラブ メタリック ￥5,280 ¥6,270
HENRYS ピルエットクラブ 【グリップ】 ￥4,510 ¥5,500
HENRYS ピルエットクラブ ￥4,510 ¥5,500
HENRYS ループクラブ 【グリップ】 ￥3,850 ¥4,510
HENRYS ループクラブ ￥3,850 ¥4,510
HENRYS ドルフィンクラブ ロング ￥3,410 ¥4,180
HENRYS ドルフィンクラブ ショート ￥3,410 ¥4,180
HENRYS ドルフィンクラブ ロング RF別注カラー ￥3,630 ¥4,510
HENRYS ドルフィンクラブ ショート RF別注カラー ￥3,630 ¥4,510
HENRYS ファイヤートーチ ￥5,940 ¥7,150
ヘンリースウッディシガーボックス　本体のみ ￥2,530 ¥3,080
ヘンリース　ウッディシガーボックス カラー ￥3,740 ¥4,290
ヘンリース　ウッディシガーボックス 木目 ￥2,860 ¥3,410
ヘンリース　ウッディシガーボックス サイドシート ￥275 ¥330
HENRYS スピニングプレート　本体のみ ￥1,100 ¥1,320
HENRYS スピニングプレート　スティック付き ￥1,430 ¥1,650

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 ￥1,980 ￥2,310
Gフォース(アトミック） 65mm ￥2,200 ￥2,530
Gフォース(アトミック） 70mm ￥2,420 ￥2,750
MMXプラスボール ￥1,870 ￥2,200
MMXボール ￥1,760 ￥2,090
シリックスボールライト67mm ￥1,650 ￥2,090
シリックスボールライト75mm ￥1,760 ￥2,200
シリックスボールライト78mm ￥1,870 ￥2,310
シリックスボール 67mm ￥2,200 ￥2,640
シリックスボール 75mm ￥2,310 ￥2,750
シリックスボール 78mm ￥2,420 ￥2,860
シリックスボール 100mm ￥2,860 ￥3,300
シリックス インプローションボール　67mm ￥2,420 ￥2,860
シリックス インプローションボール　75mm ￥2,530 ￥2,970
シリックス インプローションボール　78mm ￥2,640 ￥3,080
シリックス インプローションボール　100mm ￥3,080 ￥3,520
PX4クラブ シリウス (ラップハンドル) ￥4,950 ￥5,610
PX4クラブ クァンタム(ラップハンドル) ￥4,950 ￥5,610
PX4 クラブ シリウス (スムースハンドル) ￥4,180 ￥4,840
PX4 クラブ クァンタム(スムースハンドル) ￥4,180 ￥4,840
EX1クラブ シリウス ラップハンドル ￥4,950 ￥5,610
EX1クラブ シリウス スムースハンドル ￥4,180 ￥4,840
EX1 クラブ クァンタム ラップハンドル ￥4,950 ￥5,610
EX1 クラブ クァンタム スムースハンドル ￥4,180 ￥4,840
PX3クラブ 旧タイプ ￥3,960 ￥4,950
PX3クラブ 新タイプ ￥4,290 ￥4,950
PX3　PX4 クラブ フラットヘッドラバー ￥550 ￥660
PX3　PX4 クラブ ヘッドラバー ￥550 ￥660
PX3　PX4 クラブ ノブ ￥550 ￥660



PX4 クラブ リペア用中心部パーツ ￥440 ￥550
PX3　PX4 クラブ 【フラットノブ】 ￥550 ￥660
ラージリング サターン ￥1,100 ￥1,430
ラージリング サターン　グロー ￥1,320 ￥1,650
ソフトロシアンボール67ｍｍ ￥1,650 ￥1,980
ソフトロシアンボール75ｍｍ ￥1,760 ￥2,090
ソフトロシアンボール 78mm ￥1,870 ￥2,200
プラグ＆プレイロシアンボール ￥660 ￥880
プラグ＆プレイロシアンボール 12個セット ￥6,050 ￥7,920
PLAYステージボール 70mm ￥1,100 ￥1,320
PLAYステージボール 80mm ￥1,320 ￥1,540
PLAYステージボール 90mm ￥1,540 ￥1,980
PLAYステージボール 100mm ￥1,540 ￥2,530
PLAYステージボール 100mm 260g ￥2,200 ￥2,640
PLAYリボンポイ ￥2,640 ￥3,080
コンタクトポイ PRO ￥5,500 ￥6,600
コンタクトポイ 90mm ￥6,050 ￥7,260
コンタクトポイ GIGA ￥6,050 ￥7,260
PLAYスカーフポイ ￥3,520 ￥4,180
PLAY コンタクトポイ用 シリコンボールノブ スモール ￥550 ￥660
PLAY コンタクトポイ用 シリコンボールノブ ビッグ ￥550 ￥660

シリコンボール スポットライト 旧価格(税込) 新価格(税込)
商品名
58mm ¥3,740 ¥4,180
61mm ¥4,290 ¥4,730
64mm ¥4,840 ¥5,390
67mm ¥5,390 ¥5,940
70mm ¥5,940 ¥6,600
76mm ¥7,040 ¥7,810
83mm ¥8,360 ¥9,240
89mm ¥9,790 ¥10,780
100mm ¥12,100 ¥13,200

K8 旧価格(税込) 新価格(税込)
商品名
グローボール ￥11,000 ￥13,200
グロークラブ ￥16,500 ￥19,800
グローデビルスティック ￥2,178 ￥29,700
Xポイ ￥2,662 ￥41,800
K8充電器 3個用 ￥2,662 ￥3,300
K8充電器 5個用 ￥3,267 ￥4,070
K8リモコン ￥3,993 ￥4,950
K8ポップクラブ ￥3,850 ￥4,620



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) ￥990 ￥1,100
スピニングプレート(30枚セット) ￥20,790 ￥23,100
スピニングプレート(40枚セット) ￥27,720 ￥30,800
スピニングプレート(50枚セット) ￥34,650 ￥38,500
ウインドブレーカー ￥5,060 ￥5,390
ウインドブレーカースティックあり ￥5,390 ￥5,830
バランススピードプレート ￥3,520 ￥3,850
バランススピードプレートスティックあり ￥3,850 ￥4,290
ダイススタッキング ベーシックセット ￥2,750 ￥3,300
ダイススタッキング コンプリートセット ￥4,620 ￥5,170

※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。


