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THE NEXT
GENERATION
OF SAILS™

Why choose One
The next generation of 
sails

1. 他の追従を許さない、最高の技術
インショア、オフショア艇を問わず、デザイ
ンチームは過去10数年間、他社には無い最
高級のワンピース、コンティニュアスセール
を開発し製造して参りました。

2. パフォーマンス
重量、シェイプコントロールやデフォメー
ションに対する抵抗力等の各種性能におい
て、従来のパネルセールを凌駕する性能と耐
久性を有しています。

3.品質
M3™ や4T FORTE™メンブレンは、最高の
技術と品質をお約束するため、ミラノにある
専用工場にて製作されます。これにより、厳
しい社内基準をクリアしたもののみが、皆様
にお届けされます。

4.デザイン
最速のセールシェイプは、長年に渡る経験
と分析から生み出されます。OneSailsは
セールシェイプを最適化する研究開発に長
年に渡り力を注ぎ、現在セイルメイキング
産業において最前線を走っています。この
アプローチが成功であった事は、弊社のお
客様が国際大会や世界選手権等、数々の大
会で獲得されたトロフィーや表彰状の数が
物語っています。

5.サービス
弊社の各ロフトで重視している活動の１つ
は、お客様へ最高のサポートやアシストを
する事です。そしてこのサービ
スをお約束するために、各ロフトには専門
のセーリングチームが在籍しております。
お気軽にご相談下さい。

プロダクトガイドに記されている製品に関する記述の修正
や加筆を、お客様に予告する事なく行う権利を有します。 
また'One'は、OneSails Internationalの登録商標であ
り、他の名前は別の登録商標となっている可能性がありま
す。

OneSails International © 2017. All rights 
reserved.
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Smart sails™
OneSD™ テクノロジー、セイル
データ配信のための新技術
4T FORTE™ 製作の技術と並び、OneSailsは世界で初めてIC
チップ標準装備のセールを世に送り出しました。

OneSD™マイクロチップはユーザーの皆様に役立つ情報を含
んでいるだけでなく、OneSailsのネットワークがそのセイル
を生涯に渡ってモニタリングします。スマートフォンをかざす
だけで、その識別番号やデザインデータを読み取ることが可能
です。

Shape, design and analysis
全てのメンブレンセールは、FSIによる最適化
を経て製作されます。
世界中に広がるセールロフトは全て、リアルタイムに更新される膨
大な量のデータベースにアクセス出来ます。この中にはOP級世界
チャンピオンのセールから、Maxi Yacht用の世界最大となるワン
ピース製セールまで、様々なセールデザインのデータがあります。
また市場において最高品質とされる製造工程の詳細も含まれてお
り、グループの製造クオリティーを均一化しています。

OneSailsの哲学は常に技術の最前線にいる事であり、これはイタリ
ア本部にあるFSI分析室によって支えられています。FSI:（流体構
造連成解析）とは、CFD(数値流体力学)等を利用し、セール周りの
流れを分析、最適化する事です。セールの材質は勿論、ディフォー
メーションやリグセッティング、バックウィンドや流れの層乱流等
様々な要素をいれ、より現実に近いシミュレーションを行います。

OneSD™ is devel-
oped in cooperation 
with IRIG by Weflex.

OneSails JAPAN 
〒240-0112　神奈川県三浦郡
葉山町上山口2323-1
T: (046) 878 6100 
E: info@onedesign.jp



Racing and Grand Prix Sails
Performance over time!

Symmetric and Asymmetric Spinnakers
Faster Off the Wind™

- Carbon
- Dyneema

- Pentex

Vektor 2™　ベクター2
 長年に渡るコンティニュアスヤーンによる、セール制作
の結晶と言えるセールです。高圧圧縮によりセールに配列さ
れたファイバーテープを、連続した繊維構造とする事で補強
しています。市場にある他の製品と異なりVektor2™は繊維
のレイアウトに制限をかける事なく、構造強度を高める事が
可能です。また、複数の繊維（カーボン、ダイニーマ、ペン
テックス）から選択出来るだけ無く、非常に競争的な値段
で、コンティニュアス工法（ワンピース）のセールをお買い
求め頂けます。

M3™ 　エムスリー
　画期的なモールド製法を採用したコンティニュアスファ
イバーがセール全体に配列され、風圧による形状変化を最
小限に留めます。セール本体を構成する半透明なサーモプ
ラスティックは特定の条件下で加熱及び圧着すると特殊な
ポリマーが不可逆過程を経て、接着剤を使用せず融合しま
す。これにより従来のモールドセイルと比較し、柔らかく
剥離の起き無い構造が他の類似製品と一線を画していま
す。片面または両面にタフタ加工を施すことで、オフショ
アレースの使用にも最適なパフォーマンスを提供します。

- STR™ High Modulus
- Twaron

4T  FORTE™　フォティー　フォルテ
　従来のラミーネートではなく、コンポジット製法で作ら
れる次世代セール。使用するヤーンは帝人と共同開発し、
引っ張り応力に対して強靭な耐性をもつ最先端の繊維
STR™ を使用、カーボンを凌ぐパフォーマンスを発揮しま
す。MMS　マルチマイクロレイヤー構造を採用することに
より、繊維同士が融合し、安定的かつ耐久性に優れた屈強
なボディとなっています。そして、マイラーフィルムや接
着剤を使用しないことで、軽量化とロングライフという相
反するファクターの最適化を実現しました。

- STR™ High Modulus

4T FORTE™ Naked　フォーティーネイキッド
4T FORTE™の技術を究極的に進化させたもので、単位面積
当たりの最高強度/重量比を実現しています。グランプリ
レースやハイパフォーマンスボートに特化して開発されてお
り、史上最軽量のセールとして誕生しました。STR™ High
Modulusヤーンが伸びを抑制し、市場にある他のどのセイ
ルと比べても、卓越した高いシェイプ保持能力を装備してい
ます。インショアレースでの最高峰を目指すセーラーにお勧
めです。
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Dacron  OneSailsがお届けするハイパフォー
マンスダクロンは厳選された高品質のクロスの
みを使用しております。全てのダグロンが必ず
しも同じ品質で作られているというわけではあ
りません。弊社ではクロスの選別に特に力を入
れており、お客様の手元に届くセールが常に完
璧なものであるよう心がけています。強固に編
まれたヤーンはハードコーティングが施され、
最高のポテンシャルを発揮しています。
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l Tri-radial  トリラジアルカットはクロスカッ
トのセールよりも荷重分散の点で優れていま
す。ダイニーマで補強されたハイドラネット等
の特殊繊維や、様々なラミネート方法の採用に
より長くそのシェイプを保持出来るようになり
ました。結果として、クロスカットよりもハン
ドリング性能等様々な点において優れていると
言えます。

Vantage1™  ヴァンテージワン
 繊維配列を最適化し、シェイプの保持能力を
大幅に向上させました。セールは接合され最終
的な形になる前、セクションごとに高圧縮ラミ
ネートされます。繊維はシームの部分では不連
続ですが、荷重方向に配列され、ロードを均等
に分散します。これらの高度な裁縫技術とラミ
ネーションにより、歪曲や経年劣化による縮小
を軽減する事に成功しただけでなく、シェイプ
の保持能力やその耐久性、トリムのし易さを大
幅に向上させました。
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RACING SYMMETRIC SPINNAKERS RACING ASYMMETRIC SPINNAKERS

S1 A1

S2 A1
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S3 A2
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S4 A3

今最も進化を遂げているセールは、ダウンウィンド
セールでしょう。近年の繊維技術の進化と空気力学
解析ソフトの革新的な進歩により、スピネーカーや
ジェネカー、あるいはコードゼロは、かつて無い速
さを実現しています。
OneSailsもこれらの新技術を取り入れています。使
用している非常に精巧で高性能なソフトウェアによ
り、お客様のご要望だけで無く、 艇やリグの分析
データ等、デザイナーの豊富な経験が反映された最
高のセールとなります。風洞実験はこの躍進の為に
は非常に重要な解析手法だと考えており、OneSails
はこの分野において全セールメーカーの最先端を
走っています。

　OneSailsは長年に渡りグランプリレースでの経験
を積んできました。過去数年、私たちは外洋レース
の先駆者として、ワンデザインやキールボートの国
内選手権大会、様々な世界大会や大陸選手権の優勝
艇に、セイルを提供して参りました。

レーシング/グランプリ製品は、セイルに究極的な
信頼性、耐久性、パフォーマンスを追い求めている
ピュアレーサーの為にデザインされています。
幅広い製品ラインナップは、どのような使用目的、
あるいはクラスルールにもお答え出来るでしょう。

クロスカットやトリラジアルの高品質パネルセイ
ル、あるいはVektor2™、M3™ 、4T FORTE™等
の最先端構造が含まれます。こうしたコンティニュ
アスファイバーを使用したセイルを作る事により、
同様の他商品に比べより軽く、そして長期間に渡っ
てシェイプを保てるメインセールやジェノアを作る
事が出来ます。ユーザーのご希望によるカスタマイ
ズが入っているか否かに関わらず、最高の素材と製
法を用いる事で、最高のパフォーマンスを長年にわ
たり提供しております。

©
 S

ve
n 

Jü
rg

en
se

n
©

 M
ax

 R
an

ch
i

©
 S

ve
n 

Jü
rg

en
se

n
- Twaron




