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リベルタ シリーズ シェークハンド ペンホルダー 

LIBERTA SERIES

SHAKEHAND, PENHOLDER

2

粘着ラバーが
唸りをあげる超攻撃

「打ち合いで負けたくない」と望むパワーヒッターに最
適なのが、この『リベルタ グロリアス』。「イザナス® ・
カーボン」と硬質な上板とのマッチングにより、スイ
ングのエネルギーを最大限に引き出す一本です。粘着
ラバーとの相性に優れ、粘着特有の回転力を維持した
まま飛距離を出すことができるので、中・後陣からで
も決定力の高い一撃を放つことができます。

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

サイズ：全長 255 ×幅 132（mm）
グリップ：長さ92 ×厚さ21（mm）

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

高性能繊維「イザナス®・カーボン」
をインナーに搭載。ハードな打球感
が強烈な反発力を生み出し、粘着ラ
バーとの相性も抜群です。

（S） （R）

FL ▶

角型▶

LIBERTA GLORIOUS

リベルタ グロリアス
● L-3961 FL ／ ST／ CHN（5.8mm）

￥22,000（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+
　  イザナス®・カーボン2枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、
     中国式ペン、日本式ペン

【裏面仕様】
（S）＝黒／半円コルク仕上げ
（R）＝ラバー貼り仕様

● L-3961KS 角型（S）（5.8mm）

￥22,000（税込）

● L-3961KR 角型（R）（5.8mm）

￥22,000（税込）

● L-3961MS 丸型（S）（5.8mm）

￥22,000（税込）

● L-3961MR 丸型（R）（5.8mm）

￥22,000（税込）

つかみ
はじき

黒の一撃

リベルタ シリーズ シェークハンド ペンホルダー 

66月発売予定月発売予定

＊『リベルタ グロリアス』は天然木材を使用しているため、表面材の色味・模様に多少のばらつきがありますが、性能には影響ありません。

Shakehand ［ シェークハンド ］ Penholder ［ ペンホルダー ］
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 「吸収」と「反発」
奇跡的ハイブリッド
白色繊維の「イザナス ® 」は、多くの選手が求める「球
持ちの良さ」と「弾み」の両立を可能にする優れた特
殊素材です。さらに『リベルタ ソリッド プロ』は、
驚くべきスイートスポットの広さが特徴で、打ち損な
いを軽減し、ピンチの時にユーザーを助けてくれます。
選手がラケットに求める要素を限りなく持ち合わせた、
唯一無二の総合力をぜひ体験してください。

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

サイズ：全長 255 ×幅 132（mm）
グリップ：長さ92 ×厚さ21（mm）

「吸収」「反発」など現代卓球に求めら
れる様々な要素を兼ね備えたインナー
モデル。木材ユーザーも認める心地良
い打球感と確かな攻撃力が魅力です。

（S） （R）

FL ▶

角型▶

LIBERTA SOLID PRO

リベルタ ソリッド プロ
● L-3911 FL ／ ST／ CHN（6.0mm）

￥16,500（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+イザナス®2枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、
     中国式ペン、日本式ペン

【裏面仕様】
（S）＝黒／半円コルク仕上げ
（R）＝ラバー貼り仕様

● L-3911KS 角型（S）（6.5mm）

￥16,500（税込）

● L-3911KR 角型（R）（6.5mm）

￥16,500（税込）

● L-3911MS 丸型（S）（6.5mm）

￥16,500（税込）

● L-3911MR 丸型（R）（6.5mm）

￥16,500（税込）

つかみ
はじき

打球感の繊細な感覚を伝えるために採用したのが「イザナス ®」。
『リベルタ』シリーズは、｢イザナス®｣の特性を最大限に生かしたラケットです。　

卓球界初のスーパー繊維『イザナス®』
は、吸収力と弾力の相乗効果により、
高精度の反発力を生みます。

白の衝撃

66月発売予定月発売予定

＊『リベルタ ソリッド プロ』の日本式ペンは、シェークよりも0.5mm厚く設計しています。



ST ▶

＊『LIBERTA』は、イタリア語で解放という意味です。＊イザナス®は東洋紡の登録商標です。

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 266 ×幅156（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ22（mm） 

LIBERTA  WILLOW

リベルタ・ウィロー
● L-3941 FL ／ ST（6.0mm）

￥15,400（税込）

「イザナス®」を100％挟み込んだカット用ラケット。
本来の「イザナス®」の特徴である衝撃吸収力を活か
せば、プラスチックボールになってもカットで威力を
発揮します。

▶ 守備用　
▶ 木材 5 枚 + イザナス® 2 枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート

LIBERTA ARCS

リベルタ・アークス
● L-3951 FL ／ ST（5.6mm）

￥16,500（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5 枚 + イザナス®・カーボン 2 枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

サイズ：全長 255 ×幅 132（mm）
グリップ：長さ92 ×厚さ21（mm）

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

DF軌道から鋭い反撃フェーズに

卓球界は、高速モード。インナーに「イザナス ®・カー
ボン」を配置し、ハードな打球感、ぶれない弾き、
きらめく加速を実現。時代に合ったラケットです。

「イザナス®」とカーボンをクロスし
た高性能繊維をインナーに配置。ボー
ルを捉えての強烈な回転と鮮やかな
はじきの競演を体感してください。

（S） （R）

LIBERTA SERIES

FL ▶

リベルタ シリーズ シェークハンド ペンホルダー 

「硬さ」も「しなり」もアップ。
時代にマッチした1本

FL ▶

丸型▶

LIBERTA SYNERGY

リベルタ・シナジー
● L-3921 FL ／ ST／ CHN（6.0mm）

￥18,700（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+イザナス®・カーボン2枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、
     中国式ペン、日本式ペン

つかんで狙う
ポイントゲッター
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【裏面仕様】
（S）＝黒／半円コルク仕上げ
（R）＝ラバー貼り仕様

● L-3921KS 角型（S）（6.0mm）

￥18,700（税込）

● L-3921KR 角型（R）（6.0mm）

￥18,700（税込）

● L-3921MS 丸型（S）（6.0mm）

￥18,700（税込）

● L-3921MR 丸型（R）（6.0mm）

￥18,700（税込）

つかみ
はじき

つかみ
はじき

つかみ
はじき

つかみ
はじき

FL / STサイズ：全長 257 ×幅150（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 240 ×幅150（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

サイズ：全長 255 ×幅 132（mm）
グリップ：長さ92 ×厚さ21（mm）

「イザナス®・カーボン」をアウター配置。
リベルタトップの高反発が最速軌道を実
現する。特にイザナス ® は強打の封殺
力が抜群、ラリーの支配率を高めます。

ST ▶
（S） （R）

ST ▶

角型▶

LIBERTA SYNERGY PLUS

リベルタ・シナジー +（プラス）

● L-3931 FL ／ ST／ CHN（6.0mm）

￥20,900（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+イザナス®・カーボン2枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、
     中国式ペン、日本式ペン

初速で差がつく
最速レスポンス 【裏面仕様】

（S）＝黒／半円コルク仕上げ
（R）＝ラバー貼り仕様

● L-3931KS 角型（S）（6.0mm）

￥20,900（税込）

● L-3931KR 角型（R）（6.0mm）

￥20,900（税込）

● L-3931MS 丸型（S）（6.0mm）

￥20,900（税込）

● L-3931MR 丸型（R）（6.0mm）

￥20,900（税込）

66月発売予定月発売予定
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AUROVEIL LS SERIES

SHAKEHAND, PENHOLDER

アクアブレードシリーズ シェークハンド ペンホルダー 

CEGNA

セグナ

【裏面仕様】
（S）＝黒／半円コルク仕上げ
（R）＝ラバー貼り仕様

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

サイズ：全長 255 ×幅 132（mm）
グリップ：長さ92 ×厚さ21（mm）

● CNF-231 FL ／ ST（6.3mm）

￥16,500（税込）

FL ▶

FL ▶

FL ▶

アウロ・ヴェール LS をアウターに使用することで、ボールが弧
を描いて飛ぶのを実感できます。ボールの威力、回転、弾道どれ
も今まででは実感できない新世代ラケット。

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+アウロ・ヴェール  LS 2 枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、
     中国式ペン、日本式ペン

角型▶

● CNF-231KS 角型（S）（6.3mm）

￥16,500（税込）

● CNF-231KR 角型（R）（6.3mm）

￥16,500（税込）

● CNF-231MS 丸型（S）（6.3mm）

￥16,500（税込）

● CNF-231MR 丸型（R）（6.3mm）

￥16,500（税込）

つかみ
はじき

FL / STサイズ：全長 258 ×幅152（mm）グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm） ※ ST は 23（mm）
CHN サイズ：全長 241 ×幅152（mm）グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

● CNF-231 CHN（6.3mm）

￥16,500（税込）

新素材の進化は
止まらない

アウロ・ヴェールＬＳと
アラミドカーボンの
ハーモニー

特性の違うアウロ・ヴェール LS を4枚使うことで、
自分の打った感覚そのままに、思い通りのボールが出せる最先端ラケット。

INPEGNO

インペグノ 
● CNF-232 FL ／ ST（5.8mm）

￥22,000（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+
      アウロ・ヴェール LS 4 枚
▶ グリップ／フレアー、
    ストレート

つかみ
はじき

AVANTIR

アバンティア 
● CNF-233 FL ／ ST（5.8mm）

￥22,000（税込）

▶ 攻撃用　
▶ 木材 5枚+
      アラミドカーボン2 枚+
　 アウロ・ヴェール LS 2 枚
▶ グリップ／フレアー、
    ストレート

アラミドカーボンの弾性と打球感の良さ、アウロ・ヴェール LS（0.03mm）の安定感。
この 2 つが重なり合って最高のボールを生み出す、そこに爽快感が生まれます。

つかみ
はじき

＊アウロ・ヴェールは王子 HD の日本における登録商標です。名称はオーロラをイメージしています。

Shakehand ［ シェークハンド ］ Penholder ［ ペンホルダー ］

どこにもない新素材を発見！
鉄より5倍強く、重量は1/5。

最新素材アウロ・ヴェール LSとは？
アウロ・ヴェール LS とは木材を特殊加工した全く新しい素材。鉄に比べて 5 倍強く、重量は 1/5 に抑えられているセルロー
スナノファイバー（CNF）というスーパー素材を加工したシートです。そのアウロ ・ヴェール LS を卓球ラケット用に調整す
ることで、軟らかさがありながら弾みの良い高バランスを実現しました。

 弾性の高さ・振動吸収性
（スイートスポットの広さ）に
 優れたラケット

5

卓球王国
ベストギア・
オブ・ザ・イヤー

グランプリ
受賞

FL / STサイズ：全長 258 ×幅152（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm）

FL / STサイズ：全長 258 ×幅152（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm）



Shakehand ［ シェークハンド ］ Penholder ［ ペンホルダー ］

HINOKI-2A SERIES

SHAKEHAND,  PENHOLDER

ひのき2A シリーズ シェークハンド 中国式ペンホルダー

高級木曽檜から成る、次世代ラケット

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

檜は、攻撃の瞬間を音と響きで明瞭にプレーヤーへ伝達する優れたマテリアルです。
打球の特性と感性、このふたつの不可欠な条件を満たす檜材を
世界を征する武器に仕上げたのが、ダーカーの「ひのき 2A シリーズ」です。
※「-２A」は、ダーカー独自の性能付加加工の工程記号を品名に添えたものです。

▶ 攻撃用　
▶ 総檜 7 枚合板
▶ グリップ／フレアー、
ストレート、中国式コニック
厳選された高級木曽檜を贅沢
に使用。檜の持つ柔軟性と高
反発性を生かし、安定感のある
攻撃を追求したラケットです。

7P-2A

7P ─ 2A
● SA-370 FL ／ ST（6.5mm）

￥16,500（税込）
／

● SA-378  中国式（6.5mm）

￥16,500（税込）

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

※シェークとペンでブレードは同型です。

※シェークとペンでブレードは同型です。

※シェークとペンでブレードは同型です。

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

▶ 攻撃用　
▶ 総檜 7 枚合板
▶ グリップ／フレアー、
ストレート、中国式コニック
檜合板の頂点「7P-2A」に待望
の特厚（7mm）が登場。重量感
が増し、よりスピーディーでパワ
フルな攻撃が可能になりました。

7P-2A.7t 

7P ─ 2A.7t

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

カーボンラケットカーボンラケット

CARBON

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

厳選された木曽檜をすべてに使用し、アウロ・ヴェール
LS をアウターに入れた最高級ラケット。そのしなやかな
打球感は総檜ならではのものです。

▶ 攻撃用　
▶ 檜 5 枚＋アウロ・ヴェール LS 2 枚
▶ グリップ／フレアー、ストレート、中国式コニック

Aqua SELAS CNF

アクアセラス CNF
● CNF-234 FL ／ST／CHN（6.5mm）

￥24,200（税込）
／ ／

※シェークとペンでブレードは同型です。

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm）

FL ▶

FL ▶FL ▶

FL ▶FL ▶

● SA-371 FL／ST（7.0mm）

￥17,600（税込）
／

● SA-371CHN  中国式（7.0mm）  
￥17,600（税込）

7P-2A Carbon

7P ─ 2A カーボン
● SA-374 FL ／ST（6.5mm）

￥22,000（税込）
／

● SA-380 中国式 （6.5mm）

￥22,000（税込）

▶ 攻撃用　
▶   7 枚合板

（檜5枚＋カーボン2枚）
▶ グリップ／フレアー、
ストレート、中国式コニック
柔らかな檜の打球感とカーボン
のパワー。檜芯材とカーボンを核とした
構成が、より強いボールを生み出します。

檜に硬質材を入れることで攻
撃力をアップさせました。中陣
からのドライブ攻撃に威力を発
揮します。

▶ 攻撃用　
▶ 5 枚合板

（檜 3 枚＋硬質材 2 枚）
▶ グリップ／フレアー、
ストレート

5P-2A

5P ─ 2A
● SA-365 FL ／ST（6.5mm）

￥13,200（税込）
／

アウロ・ヴェールLSアウロ・ヴェールLS

AUROVEIL LS

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

※サイズの全長は、ブレードの先端からグリップエンドまでの長さ。グリップの長さは、グリップ部分のみの長さ。厚さは、本体を含むグリップ部分の厚さで表記しています。
6



▶ 7 枚合板　※丸型のみ

速攻からドライブまで、
オールラウンドの前陣攻
撃用ラケット。 フォア、
バックの切り替えが容易
です。

Aqua Blade Round 1

アクアブレード
丸型Ⅰ
● BS-721丸型（7mm）

￥14,300（税込）

サイズ：全長 242 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

合板構造に徹底的にこだわったのが、アクアブレードシリーズです。
その組み合わせによって、とくに前陣速攻型に適応のラケットが生まれました。

Penholder ［ ペンホルダー ］

※サイズの全長は、ブレードの先端からグリップエンドまでの長さ。グリップの長さは、グリップ部分のみの長さ。厚さは、本体を含むグリップ部分の厚さで表記しています。

サイズ：全長 244 ×幅 141（mm）
グリップ：長さ84 ×厚さ16（mm）

サイズ：全長 250 ×幅 140（mm）
グリップ：長さ86 ×厚さ21（mm）

丸型 ▶

反転式  丸型▶

速攻型▶

サイズ：全長 242 ×幅 148（mm）
グリップ：長さ82 ×厚さ21（mm）

丸型（円形）▶

AQUA BLADE SERIES

SHAKEHAND, PENHOLDER

アクアブレードシリーズ ペンホルダー 

● BS-722 丸型（7mm）

￥14,300（税込）
BS-722 丸型

スイートスポットが広い円
形ブレードを採用。常に
安定した打球感が得られ
ます。

Aqua Blade Round 2

アクアブレード
丸型Ⅱ

▶   7 枚合板　
※丸型（円形・Lサイズ）のみ

▶ 7 枚合板
▶ グリップ／
　 中国式コニック

抜群の弾みと攻撃力を誇
る中国式ラケット。バラ
ンスが良く、打球も安定
します。

Aqua Blade China L

アクアブレード
中国式 L（Ⅰ）

やや小振りなブレードに
することにより、前陣で
の切り替えをやりやすく
しました。

▶ 7 枚合板
▶ グリップ／
　 中国式コニック

Aqua Blade China M

アクアブレード
中国式 M（Ⅱ）

サイズ：全長 240 ×幅 149（mm）
グリップ：長さ80 ×厚さ25（mm）

サイズ：全長 235 ×幅 149（mm）
グリップ：長さ80 ×厚さ25（mm）

中国式コニック▶ 中国式コニック▶

● BS-724 中国式（7mm）

￥14,300（税込）
● BS-725 中国式（7mm）

￥14,300（税込）
BS-724 中国式
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● J-505 丸型（6.8mm）

￥14,300（税込）

▶ 7 枚合板　
▶ 反転式　※丸型のみ

Aqua Blade Special Round 1

アクアブレード
スペシャル丸型Ⅰ

軽量で切り替えのしやす
いブレードを採用してい
るため、前陣での両面打
法に最適なラケットです。

J-505 丸型

前陣速攻から中陣ドライ
ブまで、ペンの領域を最
大限に生かせるオールラ
ウンドラケットです。

▶ 7 枚合板

Aqua Blade Fast

アクアブレード
速攻型
● BS-723（7mm）

￥14,300（税込）



Penholder ［ ペンホルダー ］

Speed 70

スピード 70

ダーカー檜ラケットのトップモデル。「スピード 15」の性能に、
スピード、パワーを加えたことにより、安定感と最速のスピー
ドが結合した檜ペンホルダーラケットです。

● SG-609K 角型（9mm）

￥27,500（税込）

● SG-609M 丸型（9mm）

￥27,500（税込）

● SG-610K 角型（10mm ／特厚）

￥30,800（税込）

SG-609K 角型

SG-609M 丸型

SG-610K 角型

ドライブのかけやすさと
反発力を兼ね備えたオー
ルラウンドラケットです。

「スピード 20」に、スピー
ドとパワーを大幅にアッ
プさせたスーパースピード
ラケット。

角型▶

角型▶ 角型▶

Speed 90

スピード 90
王者のDNAを継承する至高の一本
名品「スピード 15」の性能はそのままに、
さらにパワーとスピードをアップ！

不朽の名作、ここにあり。
数多くのチャンピオンたちに愛され語り継がれた信頼のラケット、それがダーカーの『スピード』シリーズです。
高級木曽檜の単板、しかも柾目に徹底的にこだわった厳選素材を使用。
これに、独自の加工技術を施すことにより、ラケットの均質軽量化、高弾性化を実現。このラケットを手にした時、
あなたはきっと今までにない使いやすさ、そして抜群のスピードと破壊力に驚くことでしょう。

SPEED SERIES

PENHOLDER
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●スピードシリーズのサイズ
角型：全長 255 ×幅132（mm）グリップ・長さ92 ×厚さ21（mm）
丸型：全長 242 ×幅 141（mm）グリップ・長さ82 ×厚さ21（mm）※反転式 厚さ16（mm）

※サイズの全長は、ブレードの先端からグリップエンドまでの長さ。グリップの長さは、グリッ
プ部分のみの長さ。厚さは、コルクグリップペンホルダーの場合は表側コルク部分の厚さ、
その他については本体を含むグリップ部分の厚さで表記しています。

スピードシリーズ ペンホルダー 檜単板

角型▶

Speed 15

スピード 15
● S-019K 角型（9mm）

￥24,200（税込）

● S-019M 丸型（9mm）

￥24,200（税込）

● S-010K 角型（10mm ／特厚）

￥26,400（税込）

S-019K 角型

S-019M 丸型

S-010K 角型

創業時より愛され続け
ているベストセラーラ
ケット。ドライブのか
けやすさと安定感に定
評があります。

● SG-909K 角型（9mm）

￥34,100（税込）

● SG-909M 丸型（9mm）

￥34,100（税込）

●SG-910K 角型（10mm／特厚）

￥38,500（税込）

SG-909K 角型

Speed 25

スピード 25
● S-039K 角型（9mm）

￥25,300（税込）

● S-039M 丸型（9mm）

￥25,300（税込）

● S-030K 角型（10mm ／特厚）

￥27,500（税込）



普及版の中では最も
質の良い檜を使用し
たオールラウンドラ
ケット。飛びの良さ
が実感できます。

Speed 25AL

スピード 25AL
● S-103K 角型（9mm）

￥17,600（税込）

● S-103M 丸型（9mm）  
￥17,600（税込）
S-103M 丸型S-103M 丸型

檜単板でありながら、
ここまで価格を抑えた普及版 25モデル。
ビギナーにもおすすめ！

「スピード 25」の打
球感をベースに、使
いやすさ、コントロー
ルの安定性を重視し
たラケットです。

Speed 25GR

スピード 25GR
● S-105K 角型（9mm）

￥16,500（税込）

● S-105M 丸型（9mm）  
￥16,500（税込）
S-105M 丸型

ダーカーラケットの
ベーシックモデル。
檜の持つ打球感・安
定感を求める初心者
にも最適です。

● S-107K 角型（9mm）

￥15,400（税込）

● S-107M 丸型（9mm）  
￥15,400（税込）

Speed 25PI

スピード 25PI
S-107K 角型

S-107M 丸型S-107M 丸型

SPEED SERIES
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超軽量で安定性も抜
群。コントロールを
重視した両面攻撃・
反 転 式 ラ ケ ッ ト で
す。

J・Speed 15

J・スピード 15
● J-501K 角型（8.5mm）

￥23,100（税込）

● J-501M 丸型（8.5mm）  
￥23,100（税込）

J-501K 角型

J-501M 丸型

J・Speed 90

J・スピード 90
● J-509K 角型（8.5mm）

￥29,700（税込）

● J-509M 丸型（8.5mm）

￥29,700（税込）

J-509K 角型

J-509M 丸型

ペンの最高峰ラケッ
ト、スピード 90 を
両面攻撃にも対応さ
せた反転式ラケット
です。

Penholder ［ 反転式ペンホルダー ］

角型▶

反転式  丸型▶ 反転式  丸型▶

角型▶

角型▶



▶ カット用　
▶ 総柳 5 枚合板
▶ グリップ／フレアー、
ストレート

ブレード全体に柳を使
い、安定感を最大限に
引き出しました。リア
ルヒット加工により、
柳とは思えない的確な
ヒット感、打球感を生
み出します。

SPLINE D1

スプライン D1
● DS-211FL/ST（6.0mm）  

￥11,000（税込）

サイズ：全長 266 ×幅155（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ22（mm）

▶ カット用　
▶ 5 枚合板（柳＋桐）
▶ グリップ／フレアー、
ストレート

ブレードを厚くする
ことで攻撃力を高め、
表面材に最高級の柳
材を使うことで、より
回転をかけやすくし
ました。

SPLINE N2

スプライン N2

サイズ：全長 266 ×幅155（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さST22 ／ FL23（mm）
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SPLINE SERIES

SHAKEHAND,  PENHOLDER

スプラインシリーズ シェークハンド 中国式ペンホルダー

Shakehand ［ シェークハンド ］

Penholder ［ 中国式ペンホルダー ］

ST ▶ ST ▶

● DS-217FL/ST（6.2mm）  
￥12,100（税込）

▶ 前陣守備用　
▶ 総柳 5 枚合板
▶ グリップ／中国式コニック

『スプライン D1』を前陣異
質攻撃用形状にしたもの。
ツブ高での回転のかけやす
さと安定感は抜群です。

SPLINE P1

スプライン P1
● DS-215CHN 中国式（6.0mm）  

￥11,000（税込）
DS-215CHN 中国式

サイズ：全長 237 ×幅150（mm）
グリップ：長さ80 ×厚さ23（mm）

　『スプライン』シリーズのラケットは、
北海道でも年間数えるほどしか出ない
最上質の柳の原木をラケット専用に製
材し、上質の合板構成材として使用。
　この柳を基材に特殊な加工を施す
ことで、最適な性能を生み出している。

中国式コニック▶

日本で昔から使われている伝統的
な形。ラケットの重心が先端寄りに
あるので、遠心力を利用するドライ
ブやスマッシュが打ちやすい。

グリップから先端までが角型よりも
短く、幅が少し広い。ショートがやり
やすく、フォアとバックの切り替え
もすばやくできる。速攻向き。

※日本式ペンホルダー（反転式を除く）の裏面は半円コルク付き、黒塗り仕上げです。

　　  角型：全長 255 ×幅 132（mm）グリップ・長さ 92 ×厚さ21（mm）
　　 丸型：全長 242 ×幅 141（mm）グリップ・長さ 82 ×厚さ21（mm）
　　 ※反転式 厚さ16（mm）

※サイズの全長は、ブレードの先端からグリップエンドまでの長さ。グリップの長さは、
グリップ部分のみの長さ。厚さは、コルクグリップペンホルダーの場合は表側コルク
部分の厚さ。その他については本体を含むグリップ部分の厚さで表記しています。

ダーカーのペンラケットの形状は主
に2種類あります。プレースタイルに
合わせてお選びください。

  ［ 形状 ］  FORM

角 型 丸 型

サ
イ
ズ

Penholder ダーカーのペンホルダー 

※グリップマークのないものは、すべて日本式です。

  ［ ひと目でわかる、マークを参考に ］ ICON

［素材］檜単板

［グリップ］反転式

［グリップ］中国式

［ラケットの種類］ペンホルダー

［形状］角型

［形状］丸型

ダーカーのペンラケットのグリップ
は 3 種類あります。

（アイテムによって異なります）

［ グリップ ］GRIP

グリップ部分はコルク。
両面にラバーを貼り、反
転してプレーする選手用。
リバーシブルグリップとも
呼ばれる。

反転式

軽量の天然コルクで構成
されている。最も一般的
な形状で、指が引っかけ
やすい。

日本式

素材は軽量だが、コルク
ではない。人差し指を
引っかける部分はない。

中国式



シリーズものラケットの他に、個性重視のラケットをそろえています。

CLASSIC 5 CNF

クラシック5 CNF
● CNF-235 FL ／ ST／ CHN（6.5mm）

￥16,500（税込）
／ ／

▶ 攻撃用
▶ 5 枚合板＋
アウロ・ヴェール LS 2 枚
▶ グリップ／フレアー、
ストレート、中国式コニック

アウロ・ヴェール LS 使用の
ベーシックラケット。しっか
りとした打球感、弾きと弾道
の良さはアウロ・ヴェール
LS 使用ならではのものです。

Esteem

エスティーム
● SG-302  FL ／ ST／CHN（6.5mm）

￥17,600（税込）
／ ／

▶ 攻撃用
▶ 5枚合板＋カーボン2枚
▶ グリップ／フレアー、
ストレート、
中国式コニック

軽量の素材にカーボン
を組み合わせることで
軽量化と高反発の両立
に成功しました。柔ら
かな打球感は、安定し
たドライブ打法に最適
です。

11
※グリップの形状・デザインは、発売時に変更になる場合があります。

EXCELLENT RACKET LINE UP

SHAKEHAND,  PENHOLDER

その他のシェークハンド・ペンホルダーラケット  ラインナップ

FL ▶

FL ▶

カーボンラケットカーボンラケット

CARBONShakehand ダーカーのシェークハンド 

握りに遊びの部
分があるタイプ

ダーカーのシェークラケットの
グリップは 2 種類あります。

（アイテムによって異なります）

手にフィットしや
すいタイプ

※＋の前の数字が合板枚数、
後の数字が特殊素材の枚数です。

［ グリップ ］GRIP ［ ひと目で
 わかるマークを
 参考に ］ 

ICON

フレアー ストレート ［グリップ］フレアー

［グリップ］ストレート

［ラケットの種類］
 シェークハンド

［素材］  5 枚合板

［素材］
5 枚合板＋2枚特殊素材

『レガート-2A』が 7 枚
合板になってグレード
アップ。スピードとパ
ワーを実現します。

Legato 

レガート
● SG-306FL ／ ST（6.3mm）  

￥6,050（税込）

▶ 攻撃用
▶ 7 枚合板
▶ グリップ／フレアー、
ストレート

BAMBI

バンビ
● B-K10 FL（5.9mm）

￥5,720（税込）

▶ 攻撃用
▶ 5 枚合板
▶ グリップ／フレアー

コンパクトなブレード＆細身のグリップ設計で、子
どもでも振り抜きやすいキッズモデル。王道の扱い
やすい 5 枚合板は初歩の技術習得にも最適です。

アウロ・ヴェールLSアウロ・ヴェールLS

AUROVEIL LS

※シェークとペンでブレードは同型です。

※シェークとペンでブレードは同型です。

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ25（mm）

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

サイズ：全長 240 ×幅150（mm）
グリップ：長さ83 ×厚さ23（mm）

未来のチャンピオンに最適！
使いやすいコンパクトモデル

サイズ：全長 240 ×幅146（mm）
グリップ：長さ90 ×厚さ22（mm）

サイズ：全長 257 ×幅150（mm）
グリップ：長さ100 ×厚さ23（mm）

FL ▶

Shakehand ［ シェークハンド ］ Penholder ［ 中国式ペンホルダー ］

66月発売予定月発売予定

FL ▶



取扱い店

〒162-0041  東京都新宿区早稲田鶴巻町 540  
TEL. 03-3202-9236   FAX. 03-3202-9188

株式会社ダーカー

●カタログ掲載の表示価格は、メーカー希望小売価格（税別）です。
●掲載商品は、印刷上、色彩等、多少異なる場合があります。また、やむを得ない事

情により表示価格、仕様等を予告なく変更する場合もありますので、ご了承ください。
●カタログ掲載の写真の転載はお断りします。

Long-Pimpled Rubber ［ 粒高ラバー］

「ドライブを止める」「ツッツキを切る、押す」
アナタのプレーを最大限に引き出す !

「ドライブボールを止める」、「ツッツキを切る」＆「ツッツキを押す」
──粒高に不可欠な 3 つのプレーで最大限の効果を発揮するラバー。
変化を求める前陣攻守型、切れ味を求めるカット主戦型の選手に最適。

Jayro

粒高ラバー　ジャイロ 

● R-131R  ［ソフト］ （赤／薄）
● R-132R  ［ソフト］ （赤／極薄）

● R-131B  ［ソフト］ （黒／薄）
● R-132B  ［ソフト］ （黒／極薄）

ジャイロ［ソフト］
￥4,180（税込）
▶  厚さ／薄、極薄、超極薄

ジャイロ［一枚］
￥3,960（税込）

http://www.darker.co.jp

Pimples-Out Rubber ［表ソフトラバー ］

新発想の回転系表ソフトラバー。
台形の粒形状が、
最高峰の回転を生み出す！

粒型は、表ソフトラバーの中で一番回転がかかる台形、ゴム配合は粒
高ラバーと同じ粒が倒れる軟らかさ。倒れた粒で回転をかけることで、
表ソフトラバー最高峰の回転を生み出す。

CREA

表ソフトラバー　クレア 

クレア［表ソフト］
￥4,180（税込）
▶  厚さ／特厚、厚

クレア［一枚］
￥3,850（税込）

● R-142R  ［表］ （赤／厚）
● R-143R  ［一枚］ （赤）

● R-142B  ［表］ （黒／厚）
● R-143B  ［一枚］ （黒）


