
シェークラケット

　 　 　 　

メーカー ラケット フォア バック

インナーフォースALC.S（FL) ディグニクス05 テナジー05

オフチャロフ インナーフォースALC（FL) ディグニクス05 テナジー05

フランチスカ インナーフォースZLC（FL) ディグニクス05 ディグニクス80

張本智和 インナーフォースSUPER ZLC（FL) ディグニクス05 テナジー05

林昀儒 SUPER ZLC（AN) ディグニクス05 テナジー05

SK7クラシック（FL) テナジー05 イリウスB

ファルシーマ（FL) ロゼナ スレイバーEL

アコースティック（FL） ファスタークG-1 ハモンドZ2

アコースティック（FL） ハモンドZ2 モリストSP AX

アコースティックカーボンインナー（FL） ハモンドZ2 ファスタークG-1

アコースティックカーボン（FL） ファスタークG-1 ファスタークC-1

バイオリンカーボン（ST) ハモンドZ2 ファスタークC-1

伊藤美誠カーボン（ST) ファスタークG-1 モリストSP

キョウヒョウ龍５（FL) 狂飈プロ３ ターボブルー ハモンドZ2

テナリーオリジナル ファスタークC-1 ファクティブ

セプティア―　リード（FL) 剛力快速 モリストSP AX

Liam Pitchford（FL) VENTUS エキストラ V>15 エキストラ

SWAT（FL) V>20 ダブルエキストラ V>15 エキストラ

KOKI NIWA WOOD（FL) V>20 ダブルエキストラ V>22ダブルエキストラ

ZXｰGEAR IN（FL) V>20 ダブルエキストラ V>22ダブルエキストラ

ZXｰGEAR OUT（ST) V>22ダブルエキストラ V>20 ダブルエキストラ

TIMBER　5　OFF（FL） ヘキサーパワーグリップSFX ヘキサーグリップSFX

TIMBER　7　OFF/S（FL) ヘキサーパワーグリップ ヘキサーグリップ

和の極　蒼（FL) ラザンターR48 ラザンターR45

和の極　蒼（FL) ヘキサーグリップ ラザンターR48

和の極　煉（FL) ラザンターR45 ヘキサーPIPS＋

和の極　煉（FL) ヘキサーパワーグリップ ヘキサーパワーグリップSFX

TREIBER　FI　OFF（FL) ラザンターR53 ラザンターR48

TREIBER　FI　OFF（ST) ラザンターC53 ラザンターC48

36.5ALXi（FL) ジキル＆ハイドH52.5 ジキル＆ハイドV47.5

アン・ジェヒョンTMX i（FL) ジキル＆ハイドV47.5 ジキル＆ハイドH52.5

オールラウンドS（FL） オメガ5ヨーロDF オメガ5ツアーDF

アイスクリームAZX i（FL） オメガ7プロ オメガ7プロ

アイスクリームAZX i（FL） ヴェガX ヴェガX

アイスクリームAZX （FL） ヴェガX ヴェガX

ストラディバリウス（FL） オメガ4アジア オメガ4ヨーロ

ウーゴハイパーアクシリウム（FL） オメガ7プロ オメガ7ヨーロ

試打ラケット一覧

タマス

ニッタク

アンドロ

エクシオン

VICTAS



オフェンシブS（FL） オメガ4ヨーロ オメガ４プロ

アルティウスST５(FL) Q１ Q１

アルティウス　インナー(FL) Qクオリティ Q１

アルティウス　コンボ(FL) Qクオリティ Q１

アルティウス　アウター(FL) Qクオリティ Q１

フォルティウスＦＴ(FL) Ｑ５ Q３

フォルティウスＦT ver.D RE (ST) Ｑ５ Qクオリティ

フォルティウスFT RE (FL) Q ４ Ｑ５

インスピ―ラCCF(FL) DNAプラチナ XH DNAプラチナ S

ダイナスティカーボン(FL) DNAドラゴングリップ DNAプラチナ S

レガシーカーボン(FL) DNAプラチナ H DNAプラチナ M

サイバーシェイプカーボン(FL) DNAプラチナ XH DNAプロ M

エナジーウッドV2 WRB(FL) DNAプロ H DNAプロ M

クリッパーCR（ST) DNAプロ M シンメトリー

アゼリアオールラウンド(FL) DNAプロ S DNAフューチャー M

YKオリジナル３(FL) クレスター クレスター

リーンフォースＬＴ(FL) ラクザX ラクザXソフト

リーンフォースＡＣ(FL) ラクザ７ スピネイト

スウェーデンエキストラ(FL) ラクザ７ソフト ライガンスピン

アルネイド(FL) 翔龍 トリックアンチ

ハイブリッドZCインサイド(FL) クアンタムXプロ エボリューションMX-D

ハイブリッドACインサイド(FL) クアンタムXプロ　ソフト エボリューションMX-D

フォーティノDCインサイド (FL) エボリューションMX-D クァンタムX プロ 

フォーティノプロ (ST) エボリューションMX-P クァンタムX プロ 

フォーティノパフォーマンス (FL) エボリューションMX-D クァンタムX プロ 

フォーティノフォース (ST) クァンタムX プロ スピーディソフトDテックス

スワット（ST) ディグニクス09C ロゼナ

スワット（ST) クレイジーブル グラスD.Tecs（OX）

アルティウスST５(FL) オメガ７ツアーi 50 オメガ７ツアーi 48

アルティウス　インナー(FL) ヴェンタス エキストラ ヘキサーグリップSFX

アルティウス　コンボ(FL) ハイブリッドK3 ハモンドZ2

アルティウス　アウター(FL) ヴェンタス リンバー ヴェンタス スティフ

ティモボルALC(FL) V>20 ダブルエキストラ V>22ダブルエキストラ

ティモボルALC(FL) ラザンターC48 ジキル＆ハイドV47.5

インナーフォースALC.S(FL) ターゲットプロXD 47.5 ターゲットプロXD 52.5

馬龍カーボン２(FL) テナジー19 トリプルエキストラ

アコースティックカーボンインナー(FL) トリプルレギュラー モリストSP　

馬龍カーボン３(FL) 狂飈プロ３ ターボブルー ゴールデンタンゴ

スワット(FL) ファクティブ ファクティブ

テナム(FL) ロゼナ ロゼナ

アーレスト７+(FL) ラクザ７ ファスタークC-1

アルネイドインナー(FL) ディグニクス64 ジキル＆ハイド H52.5

スウェーデンエキストラリミテッド(FL) V＞03 ファクティブ

ミズノ

ヤサカ

ミックス

スティガ

ティバー

エクシオン



正宗(ST) ロゼナ ロゼナ

ティンバー５　OFF(FL) スレイバーEL スレイバーEL

アイスクリームAZXi(FL) オメガ７ハイパー トリプルダブルエキストラ

ヨルジッチ(FL) ロゼナ ロゼナ

カットラケット

メーカー ラケット フォア面 バック面

バタフライ ダイオードV（ST) テナジー05 イリウスS

剛力スーパーカット（FL) キョウヒョウターボオレンジ ドナックル

剛力（FL) ファスタークG-1 モリストLP

ビオンセロ（ST) ズィーガーPK50 ウォーレスト

KOJI MATSUSHITA DEFENSIVE (ST) トリプルエキストラ カール P-1

KOJI MATSUSHITA(ST) ヴェンタスリンバー VO>102

ヤサカ スウェーデンディフェンシブ（ST) マークV トリックアンチ

ディフェンシブクラシック（ST) DNAプラチナ XH バーティカル２０

ディフェンシブプロ（ST) DNAプラチナ H バーティカル５５

ペンラケット

メーカー ラケット フォア面 バック面

サナリオンR ファクティブ

ルーティスレボJ ソニックAR ファクティブ

バタフライ 張本智和　インナーフォースZLC（CS) ディグニクス05 テナジー05

ミズノ デネヴ（CS） GF T40 ブースターＳA

QUALTET AFC (CHN) V>15 エキストラ V>15 スティフ

HINOｰCARBON POWER (CHN) スピンピップス D2 V>15 スティフ

ラージラケット

メーカー ラケット フォア面 バック面

ヒノキラージ (S) V LARGE L2

ヒノキラージ (SR) V LARGE L1

ダイナラージ (FL) V LARGE L2 V LARGE L1

バルサラージ (FL) V LARGE L3 V LARGE L2

VICTAS

スティガ

ニッタク

ミックス

VICTAS

VICTAS

ニッタク



　


