
種別 商品名 旧価格(税込) 新価格(税込)

ビーンバッグ ラージ ¥1,650 ¥1,980

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 M ¥1,980 ¥2,200

シリックスボール L ¥2,200 ¥2,420

シリックスボール M クリア ¥2,200 ¥2,420

シリックスボール L クリア ¥2,420 ¥2,640

シリックスボール XL クリア ¥2,860 ¥3,080

ステージボール MB 80mm ¥1,100 ¥1,320

ステージボール MB 100mm ¥1,210 ¥1,485

ステージボール MB ピーチ 72mm ¥1,320 ¥1,540

ステージボール MB ピーチ 80mm ¥1,375 ¥1,595

ステージボール MB ピーチ 100mm ¥1,430 ¥1,650

MMXプラス ボール 67mm ¥1,650 ¥1,870

MMXボール 75mm ¥1,540 ¥1,760

バウンスボール アトミック S ¥1,760 ¥1,980

バウンスボール アトミック M ¥1,980 ¥2,200

クリスタルボール 60 クリア ¥1,210 ¥1,540

クリスタルボール 65 クリア ¥1,430 ¥1,760

クリスタルボール 70 クリア ¥1,650 ¥1,980

クリスタルボール 76 ¥1,980 ¥2,420

クリスタルボール 80 クリア ¥2,420 ¥2,750

クリスタルボール 90 クリア ¥2,970 ¥3,520

クリスタルボール 95 クリア ¥3,410 ¥4,180

クリスタルボール 100 ¥3,850 ¥4,400

クリスタルボール 76 UVクリア ¥2,200 ¥2,750

クリスタルボール 100 UVクリア ¥4,400 ¥4,950

マリオベルセク クラブ ¥6,050 ¥6,930

ピルエットクラブ メタリック ホワイト ¥4,950 ¥5,280

ピルエットクラブ メタリック シルバー ¥4,950 ¥5,280

ピルエットクラブ グリップ ¥4,180 ¥4,510

ピルエットクラブ オールホワイト ¥4,180 ¥4,510

ループクラブ ¥3,520 ¥3,850

ドルフィンクラブ ロング ¥3,080 ¥3,410

ドルフィンクラブ ショート ¥3,080 ¥3,410

ファイアートーチ ¥5,390 ¥5,940

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

PX3 クラブ ホワイトハンドル(新仕様) ¥3,960 ¥4,290

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 (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 クァンタム (スムースハンドル) ¥3,740 ¥4,180

PX3/PX4 クラブ リペア用 フラットヘッドラバー ¥440 ¥550

PX3/PX4 クラブ リペア用 ラウンドノブ ¥440 ¥550

PX3/PX4 クラブ リペア用 センターリング ¥330 ¥440

PX3/PX4 クラブ リペア用 フラットノブ ¥440 ¥550

ボール

クラブ

※価格は税込価格となります(消費税率10%)。

ジャグリングショップナランハ
価格変更商品　新価格表

(2022年5月10日火曜日受注分より適応)

※2022年5月9日(月)15時以降にいただきましたご注文は、
翌日10日(火)受注分として改定価格を適応いたします。

※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。
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種別 商品名 旧価格(税込) 新価格(税込)

ディアボロ シャオリン ¥5,500 ¥6,050

ディアボロ シャオリン クリスタル ¥5,830 ¥6,050

ディアボロ ゲンフウサンバイリン クリスタル ハイブリッドアクセル ¥8,360 ¥8,690

ディアボロ ゲンフウリン クリスタル ¥5,830 ¥6,600

ディアボロ ゲンフウリン マーブル ¥6,600 ¥7,260

ディアボロ ソアリン ソフト クリスタル ¥5,830 ¥6,050

ディアボロ ソアリン ハード ¥5,500 ¥6,050

ディアボロ ソアリン ソフト ノーマルアクセル クリスタルグリッター ¥5,280 ¥6,050

ディアボロ ソアリン ソフト ノーマルアクセル クリスタル ¥5,280 ¥5,720

ディアボロ ソアリン ハード ノーマルアクセル ¥4,950 ¥5,720

ディアボロ ソアリン ハード ノーマルアクセル パール ¥5,280 ¥5,720

ディアボロ サンディア ファルコン (通常色) ¥6,600 ¥7,260

ディアボロ サンディア ファルコン (限定色) ¥7,480 ¥8,250

ディアボロ サンディア ファルコン サンバイリン (通常色) ¥9,020 ¥9,900

ディアボロ サンディア ファルコン サンバイリン (限定色) ¥9,900 ¥10,890

ディアボロ サンディア ファルコン ウーバイリン (通常色) ¥10,120 ¥11,000

ディアボロ サンディア ファルコン ウーバイリン (限定色) ¥11,000 ¥11,990

ディアボロ マグフォース 通常カラー ¥10,560 ¥11,550

ディアボロ マグフォース プレーヤーカラー ¥11,440 ¥12,584

ディアボロ MHD-PRO ¥6,380 ¥7,040

ディアボロ MHD-PRO サンバイリン ¥8,910 ¥9,680

ディアボロ エボリューション G3 ハード ¥5,940 ¥6,600

ディアボロ エボリューション G3 ハード ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

ディアボロ エボリューション G3 ソフト ¥5,940 ¥6,600

ディアボロ エボリューション G3 ソフト ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

ディアボロ エボリューション G2プラス ノーマルアクセル ¥5,390 ¥6,270

ディアボロ エボリューション G2プラス ¥5,940 ¥6,600

ディアボロ ウーバイリンG2 ¥9,790 ¥10,780

ディアボロ エコー 高速ベアリングタイプ ハンドスティックセット ¥4,180 ¥4,620

ディアボロ サンディア プラスティック ハンドスティック ¥1,540 ¥1,705

ハンドスティック エコー ¥2,750 ¥3,080

ディアボロ用 ウィップ スティック ¥385 ¥440

ディアボロ 替えひも ノンフリクション 70m ¥1,320 ¥1,430

ディアボロ USB充電式 装着用LED ¥7,150 ¥7,700

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 サンバイリン パーツセット ¥5,500 ¥5,940

ディアボロリペア用ベアリング RF-412 ¥3,080 ¥3,300

ディアボロ ウーバイリン用アクセル ¥3,080 ¥3,300

ディアボロリペア用アクセル RF-442 ¥880 ¥990

ディアボロ ウーバイリン用ボルト ¥1,100 ¥1,210

ディアボロカーボンワッシャー RF-023 ¥660 ¥715

ディアボロリペア用ボールベアリング RF-492 ¥550 ¥605

ディアボロリペア用ボールベアリング RF-492 ¥1,100 ¥1,210

ジャグリング リング ラージ ¥1,100 ¥1,320

ジャグリング リング スタンダード ¥880 ¥990

ジャグリング リング スモール ¥660 ¥770

ウインド ストリーム リング ¥990 ¥1,100

エイトリング キット ¥2,200 ¥2,640

エイトリング キット スモール ¥1,760 ¥1,980

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

RFリング ¥770 ¥880

ファイアーデビルスティック ¥8,250 ¥8,800

デビルスティック ポップ ¥4,620 ¥4,840

デビルスティック バラクーダ セット ¥3,960 ¥4,400

リング

デビル
スティック

ディアボロ
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種別 商品名 旧価格(税込) 新価格(税込)

ヘンリース ウッディシガーボックス カラー ¥3,520 ¥3,740

ヘンリース ウッディシガーボックス グリッター ¥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

ヘンリース スピニングプレート プレート本体 ¥990 ¥1,100

ヘンリース スピニングプレート セット ¥1,320 ¥1,430

ベーシック スピニングプレート スティック付き ¥880 ¥990

ウインドブレーカー スピニングプレート 本体のみ ¥4,620 ¥5,060

ウインドブレーカー スピニングプレート ハンドスティックセット ¥4,950 ¥5,390

バランススピードプレート スピニングプレート 本体のみ ¥3,080 ¥3,520

バランススピードプレート スピニングプレート ハンドスティックセット ¥3,410 ¥3,850

ジャグリングカップ グラビティ ¥2,090 ¥2,640

カップ グラビティ用 ウエイト(小) ¥495 ¥550

カップ グラビティ用 ウエイト(大) ¥495 ¥550

ウィック KV PLAY 50mロール 幅2.5cm ¥22,000 ¥24,200

ウィック KV PLAY 50mロール 幅5cm ¥44,000 ¥48,400

ウィック KV PLAY 50mロール 幅7cm ¥52,800 ¥57,200

ウィック KV PLAY 50mロール 幅10cm ¥83,600 ¥88,000

ウィック KV PLAY 切り売り 幅2.5cm ¥55 ¥77

ウィック KV PLAY 切り売り 幅5cm ¥110 ¥154

ウィック KV PLAY 切り売り 幅7cm ¥132 ¥176

ウィック KV PLAY 切り売り 幅10cm ¥220 ¥264

シガー
ボックス

スピニング
プレート

シェーカー
カップ

その他
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