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The fifth evolution step of the DUKE. No other sail can covers such a broad range from Wave to flatwater 
Freestyle! No other sail adapts to all conditions and surprises with its versatility. To achieve this versatility 
far-reaching innovations and countless prototypes tested in the most different conditions were necessary. 
Therefore designer kai Hopf has involved the whole team to guarantee that the DUKE works for any rider and 
condition. 

No wonder evolution that even at the current DUKE never stops. The main objective of the team was an even 
better handling to allow for even more radical freestyle tricks through a reduced swing weight. Kai Hopf has 
found ways to reduce the sail weight by approximately 10% without sacrificing strength and durability! In 
addition, he shortened the luff length, which leads to significantly simplified control. In addition, Kai gave the 
brand new DUKE a more elastic feeling, which gives lots of confidence for even the most difficult maneuvers. 
In summary this means: Significant lower weight and improved handling which makes the DUKE feel even in 
your hands and gives you maximum room for your own style. As a power wave/freestyle sail the DUKE works 
best on single-fin boards. 

Key Features: 

    New: weight reduced by approx. 10% makes for even lighter handling - quality still guaranteed through 
our unique 5-year-warranty 

    New: iBumper - the most advanced molded mast protector   

    TWIN.TRIM.CLEW allows for individual tuning increasing the range of use    
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パワーウェイブからフリースタイルまで

DUKE が５段階成長しました。ウェイブからフラットウォーターのフリースタイルまで、これほど広い範囲をカバーするセイルは他に
はありません。すべてのコンディションに対応し、使用範囲の広さに驚かされるほどです。独自の開発を行い、さまざまなコンディショ
ンで必要な限り、数えきれないほどのプロトタイプのテストを行った結果です。DUKE はあらゆるライダーがどんなコンディションで
も乗れるようにと、デザイナーのカイ・ホフはそのためチーム全体に開発を手伝わせたのです。

どれほど革命が進んでも、もちろん最新の DUKE でも、革命は終わりません。チームの目標は、スイングするような重量を少なくし、ラディ
カルなフリースタイルトリックに飛びさせるハンドリングが良いセイルにすることです。カイはセイルの強度に影響を与えずに 10％も
重量を軽くする方法を見つけました。そのうえラフの長さを短くしてコントロール性能をアップさせました。新しい DUKE は柔らかい
使用感なので、難易度が高いマニューバにも安心して取り組めます。まとめると、実際に軽く、使った感じも軽い、ライダーのスタイ
ルを最高に引き出すセイルです。パワーウェイブ／フリースタイルのセイルとして、DUKE はシングルフィンのボードで素晴らしい働
きをします。

主な特徴：
→　NEW：最大 10％重量を減らし、使った感じが軽いセイルです。独自の５年ワランティを保つクオリティです。
→　NEW：IBumper ＝最先端のモールドタイプのマストプロテクター
→　TWIN.TRIM.CLEW がチューニングの幅を広げ、使用範囲を広げます。
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ID 
ULTRALIGHT WAVE 

Totally new, totally radical and fraught with the greatest addictive: ID ultralight - the signature model of 
Victor Fernandez Lopez, Wave World Champion 2010! As the name suggests the ID is a mix between ICE 
and Duke, which combines the best of both worlds (up to 5.0 based on the ICE design, 5.4 and bigger based 
on the DUKE design). The result is a super lightweight Freestyle Wave sailing range, which uses the 
futuristic high-tech laminate "ODL" from yacht sails instead of traditional XPly. This material is 50% lighter 
than conventional cloth sail and pushes the weight to incredibly low values. To clarify: The weight of the ID 
ultralight corresponds to a 1.5 square meters smaller DUKE / ICE (eg 5qm compares to 3.5 square meters)! 

From the first second the ID ultralight is the talk on the beach. It feels absolutely neutral, does not show 
any unwanted life of its own and is a feather in your hand so that you nearly forget about the sail during 
moves and maneuvers. This is one of the most important aspects especially of freestyle! It spins incredibly 
fast through all tricks even during the most difficult duck moves and feels as if you rotate without sail. With 
the ID ultralight the success rate of difficult maneuvers and the fun increases abruptly making you 
automatically go for even more radical moves! 

Designer Kai Hopf  has compiled the ID ultralight without any compromise. Compared to ICE and DUKE the 
ID feels a bit softer and adapts to any rotation almost automatically. Not only that maneuvers are becoming 
much easier but also get performed with more speed. This is due to the sophisticated profile distribution. 
And all of this over a wide wind range as the ID ultralight has a surprisingly large trimming range. 

Two important points: 
- All ID ultralight are deigned for RDM masts, yet fully compatible with our SDM masts. 
- Even if other brands do not speak about it, we tell the truth: maximum light-weight can only be achieved 
through the reduction of material thickness. Since the film thickness of the laminate ODL yacht is reduced 
to the absolut minimum, the UV stability is limited. Therefore, this sail is excluded from the usual 
NorthSails 5-year warranty!  

Key Features: 

     New: ultralight weight through the use of high-tech Yachting cloth makes for unmatched handling 

     New: iRocket - lightest NorthSails batten tensioner ever (weight reduced by sensational 50%                       
compared to previous model) 

     TWIN.TRIM.CLEW allows for individual tuning increasing the range of use  
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ウルトラ軽量ウェイブ

ラディカルで癖になる、全く新しいセイル：それは ID ウルトラライトです。2010 年世界チャンピオンのビクター・フェルナンデス・
ロペスのシグニチャーモデルです。名前が示すように ID は ICE と DUKE をミックスしたセイルで、両方のセイルの良い所を持ち合わせ
ています（5.0 までは ICE のデザインをベースに、5.4 以上のサイズでは DUKE のデザインをベースにしています）。結果として、従来
の X プライの代わりにヨットセイルから取り入れた未来的な素材であるハイテクラミネート、"ODL" をつかった超軽量級のフリースタ
イルウェイブセイルです。通常のクロスセイルと比べて 50％も軽いセイルにしました。そのおかげで DUKE や ICE に比べて 1.5 平米小
さいサイズのセイルと同じ重さです（同じ 5.0 で比べると、ICE と DUKE の 3.5 と同じ重さです）！

すぐに ID の軽さはビーチで噂になりました。とてもニュートラルに感じられ、無駄なものがなく、手に取ると軽いのでムーブやマニュー
バーのときにセイルの存在を忘れてしまうかのようです。これはフリースタイルのセイルとして大切な要素です。ダックジャイブのよ
うなものからすべてのトリックでスピンしやすいので、セイルが簡単にローテーションします。ID ウルトラライトならば難しいトリッ
クもメイクできるようになるので、自動的にラディカルなムーブにトライしようという気持ちになります。

デザイナーのカイ・ホフは妥協せずに ID ウルトラライトをつくりました。ICE や DUKE に比べて、ID はソフトであらゆるローテーショ
ンに自動的に対応します。トリックがメイクしやすくなっただけでなく、スピードが出ているときにもパフォーマンスします。プロフォ
イルの分散のおかげです。こういった特徴がこのセイルを広い風域で使えるようにし、また驚くべきチューニングの幅を持っています。

重要な２つのポイント：
-　全サイズ ID ウルトラは RDM マストでデザインしていますが、SDM マストにも十分に対応します。
-　他のブランドが話さなくてもノースは真実をお伝えします：マキシマムに軽いセイルは素材の厚みを薄くすることでしか、作ること
　  ができません。ラミネート ODL ヨットのフィルムの厚みは独特な薄さになっていて、UV 安定性も限界になっています。そのため
      このセイルはノースセイルの５年ワランティの対象から外れます。

主な特徴：
→　NEW：ハイテクヨットの素材を使うことで超軽量化に成功しました。
→　NEW：iRoket　-　最も軽いノースセイルのバテンテンショナーです（前のモデルに比べて 50％も軽くなりました）
→　TWIN.TRIM.CLEW 細かくチューニングできるので使用範囲が広がります
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On the brand new ICE Kai Hopf has digged deep into his bag of tricks. At first glance, perhaps you just 
realize the new design and the more compact appearance - the 2012 edition of our World Cup wave sail 
has made   a big step forward to get the maximum out of any situation and take the victory - even in the 
most critical conditions! 

Numerous changes are hidden in detail. E.g. the shorter luff has a very positive effect. Everything feels 
more compact and at the same time more neutral and makes the ICE easier than ever to handle. The 
handling has improved significantly, without loosing any planing power of its predecessor thanks to a 
modified luff curve and optimized profile distribution. It is unbelievable how just a few centimeters can 
change! 

In addition, key success factors were obtained of the ICE. E.g. the unique base geometry, which will 
particularly when descending the wave of absolute neutrality. Or the impressive performance over a 
very wide wind range and the instantaneous reaction. This affects the iMODULAR.DESIGN and 
decreased by 10% sail weight advantage. 

Working best on single-fin boards, the ICE was designed for all World Cup spots, it functions equally 
well from Ho’okipa to Sylt, to Gran Canaria or at your favorite spot. 

All ICE sizes were designed for RDM masts, but are still compatible with our SDM masts. That’s why the 
new ICE feels softer and can be easily controlled and pumped onto the plane. These abilities are also 
supported by the modified luff curve and the optimized leech tension. 

ICE HD 
Ultimate durability in the most brutal conditions: The Ice is also available in monofilm-free, hardcore 
X.PLY version! 

Key Features: 

     New: weight reduced by approx. 10% makes for even lighter handling - quality still guaranteed 
through our unique 5-year-warranty 

     New: iBumper - the most advanced molded mast protector   

     TWIN.TRIM.CLEW allows for individual tuning increasing the range of use    
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ワールドカップウェイブ

カイ・ホフは彼の技術の多くを ICE の開発に注いできました。一目で新しいデザインになったことに気がつき、コンパクトな見た目に
変わったことに気づきます。2012 モデルは、ワールドカップウェイブセイルとして勝利を手にするために、どんな状況でも最大のも
のを引き出せるように大きく前進しました。どんなに厳しいコンディションであっても、です。

多くの変更点が隠されています。例えばラフを短くし、これはとてもポジティブな効果がありました。すべてがコンパクトに感じられ
る上、今までよりニュートラルに、扱いやすくなりました。ラフカーブを改良したのでプロフォイルの分散が抜群に優れ、プレーニン
グのためのパワーを失わないままハンドリングがアップしました。数センチの違いが信じられないほどの変化を与えるのです。

加えて成功した大きな要素があります。独特なベースの構造によって波を下るときにとても自然にライディングできるのです。さらに
非常に広い風域で目覚ましいパフォーマンスをし、速い反応力を持ちます。これは iMODULAR.DESIGN によるもので 10％セイルの重
量を減らしています。

シングルフィンボードと相性が良い ICE はすべてのワールドカップ開催地のためにデザインされていますが、同時にホキパやシルト、
グランカナリーの他、みなさんの地元のビーチでも使えます。

全ての ICE は RDM でデザインされていますが、SDM でも使えます。それが新しい ICE がソフトに感じられ、コントロールしやすく、
パンピングすればすぐにプレーニングする理由です。こういった機能はラフカーブやリーチテンションによってサポートされています。

ICE　HD
どんなコンディションにも対応するウルトラ級に丈夫なセイルです。ICE はモノフィルムを使わないハードコアな X プライバージョン
もあります。

主な特徴：
→　NEW：最大 10％重量を減らし、使った感じが軽いセイルです。独自の５年ワランティを保つクオリティです。
→　NEW：IBumper ＝最先端のモールドタイプのマストプロテクター
→　TWIN.TRIM.CLEW 細かくチューニングできるので使用範囲が広がります
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HERO 
COMPACT WAVE 

Already the first tests had shown that we were at the beginning of a revolution. No matter who got the 
brand new HERO 4 batten wave sail in his hands, no one wanted to give it back. The HERO is adjusted 
towards Marcilio Browne who does not want to sail with any other sail anymore - it just fits perfectly to his 
sailing style and the new multi-fin wave boards! 

Almost everything is different: The HERO is the impressive production of an ultra modern 4 batten wave 
sail, which is repleted with the finest components and technical know-how. Regardless of under- or 
properly powered up, too much pressure or too little, this sail always generates power without becoming 
unstable. Despite a further draft back position it doesn’t become back handy, even when overpowered. This 
let’s you imagine, how much the wind range has improved compared to previous 4 batten sails! 

The low weight makes for an increadible handling. While rigging you can already imagine how light and soft 
the sail feels. The rotation is smooth as silk, even with minimal outhaul tension. 

On the water it immediately appears that your back hand is the throttle. Just sheet in and the HERO 
immediately builds up power, speeds up, and gets you going. On the wave it becomes a discreet engine 
always ready to accelerate when needed. The top is working very effective supporting the power. Therefore, 
you can safely choose a sail size smaller than with many other wave sails. This applies to almost any rider, 
regardless of weight. 

Kai Hopf developed the BALANCED.LUFF.LENGTH, a precisely balanced ratio of luff length to boom length. 
As short as possible for most radical throw-ability and as long as necessary to generate sufficient stability 
for maximum wind range. 
Design, processing, shape and features as the new iBUMPER mast protector make the radical HERO a 
perfect package that can measure up to the future in the competition must. 
≥  
 IMPORTANT: the HERO is exclusively designed for RDM masts due to its narrow sleeve and elastic 
characteristics. The smaller mast diameter perfectly matches this softer feeling sail and shorter luff. 

Key Features: 

     New: iBumper - the most advanced molded mast protector 

     BALANCED.LUFF.LENGTH: as short as possible for maximum throwability - as long as necessary to  
still guarantee high-end control    

     TWIN.TRIM.CLEW allows for individual tuning increasing the range of use    
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コンパクトウェイブ

最初のテストのときに私たちは革命を開始したのだと知りました。全く新しい HERO、４バテンセイルを手にした誰もが手放したくな
いと思うでしょう。HERO はマルシリオ・ブラウジーニョ向けに調整されたセイルで、彼ももう他のセイルではセイリングしたくない
と言っています。彼のセイリングスタイルとマルチフィン・ウェイブボードに完璧にフィットしています。

ほとんど全てが違います：HERO はウルトラ・モダンな４バテンウェイブセイルで最新のテクノロジーや機能を備えています。このセ
イルは不安定になることなく常にパワーを保っています。ドラフトの位置を後ろにしたことでオーバーパワーでも手にかかる負担もな
く、かえって良い結果が多く生まれました。今まであった４本バテンのセイルと比べて、どれほど使用風域が広がったか考えてみてく
ださい。

軽いのでハンドリングも良いです。どれほど軽いかセイルがソフトに感じられるか、セッティングしているときに分かるでしょう。ア
ウトホールのテンションが最小でも、ローテーションはシルクのようにスムーズです。

海では後ろの手がアクセルの代わりです。引き込めば HERO はただちにパワーアップし、スピードアップします。波の上では慎重なエ
ンジンと成り常に必要なときに加速できるよう準備されています。そして何よりよいのはパワーを効果的にサポートする性能があるこ
とです。そのため他のウェイブセイルに比べて小さめのセイルを選ぶことができます。体重に関係なく、すべてのライダー同じです。

カイ・ホフは BALANCED.LUFF.LENGTH を開発し、これはブームのなさがとラフの長さのバランスのことです。できるだけ短くしてセ
イルを投げやすくし、また一方で広い風域でセイルが安定するために必要なだけ長くしました。
デザイン、プロセス、シェイプと特徴に、新しい iBUMPER マストプロテクターがラディカルな HERO についたことで完璧となり、大
会用マストとしての乙長も備えています。

重要：HERO は細いスリーブと柔らかい特徴を持つので、RDM マストでデザインされています。この柔らかい使い心地のセイルは短い
ラフで、細い径のマストに完璧にマッチします。

主な特徴：
→　NEW：iBUMPER　-　最先端のモールドマストプロテクター
→　BALANCED.LUFF.LENGTH　-　セイルを投げやすくするためできるだけ短く、ハイエンドコントロールを保つのに必要な長さを
→　TWIN.TRIM.CLEW 細かくチューニングできるので使用範囲が広がります
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d r a F t  c o m pa r i S o N

drAft slightly higher And further forwArd drAft slightly lower And further BAcK
ドラフトの位置が少し高く前にあります ドラフトの位置が低く後ろにあります
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Battle oF tHe giAnTS

i c e

when going down the line a single-fin wave board 
wants to be “carved” mainly over your front foot 
and the rail. this requires a minimum speed, full 
commitment and a very high skill level. also you 
need to stand quite upright over the rail during the 
bottom turn. therefore you need a sail with a slight-
ly higher draft position to “force” you into an upright 
position. in addition the sail needs to go completely 
neutral during the turn. to achieve this the draft is 
positioned quite far forward. as a result the sail de-
velops nearly no pull on the backhand and remains 
completely unaffected when sheeting in or out. on 
the other hand such sails are more sophisticated to 
sail, as the sailor does not get back any “feedback” 
(e.g. when over-sheeting). also you simply have less 
to “hold on to”.

H e r o

with the trend moving towards multi-fin wave 
boards the down the line surfing style has re-
markably changed. in contrary to single-fin wave 
boards, multi-fin wave boards don’t get “carved” 
over the rail but instead get much more turned 
through the fins. the angular momentum for the 
bottom turn is now initiated through sheeting in 
your sail. to do this you need a sail that gives the 
rider a certain “feedback” triggering the turn. this 
means a sail with a draft position being further 
back and therefore pull on both hands.
this pull on both hands has further advantages: 
as an advantage this pull on both hands means 
you have something to “hold on to” giving you extra 
balance/stability (which also counts for flat water 
sailing on single-fin boards). also you can rig one 
size smaller as the further draft back profile produ-
ces more low-end power. another advantage of this 
new sailing style is that the bottom turn is initiated 
at much lower speeds which makes it much easier 
especially for entry level wave sailors. on the other 
hand pros now can surf much closer to the impact 
zone. You do not have to stand upright over the rail 
anymore but can remain in a natural slightly tucked 
position. therefore compared to the ice our brand-
new 4-batten wave sail Hero not only has a slightly 
further back- but also lower draft position, which 
helps the high-end control.

s i n g l e - f i n  V s .  M u lt i - f i n

which wave sail fits me best, my sailing style and my board? the latest (board-) developments 
make it necessary to offer more than one radical wave sail. to understand the differences, the 
fundamental aspects will be highlighted:

d r A f t  f o r w A r d  o r  P u l l  o n  B o t h  h A n d s

4  B at t e N S  a N d  H i g H - e N d  c o N t r o l ?

How can you achieve a reasonable wind range (high-end control) on a 4-batten sail? the secret is to generate the ideal balance between 
elasticity and stability.
For a better understanding here comes a little sail theory. the following factors make for stability (resulting in greater wind range) in a rig:

1.    Amount of battens: the more battens, the more control you get but the stiffer and heavier the rig becomes
2.    Mast geometry: Sdm-masts are stiffer but also less elastic than rdm-masts
3.    Mast length: the shorter the mast, the softer it is

with the trend of manoeuvre sails away from Sdm- towards rdm-masts the sails have become much more elastic but also less stable. re-
ducing the amount of battens further increases the elasticity. Now if you also try to reduce the luff length as much as possible (= shortest 
+ softest possible mast) the overall structure simply becomes too soft. the result is a super elastic rig that feels nice just in the ideal wind 
range but simply collapses when powered up.

exactly here we have focused when developing the new Hero. instead of following the trend towards the shortest possible luff length, 
risking loss of wind range Kai has worked with his proven BalaNced.luFF.leNgtH concept: as short as possible for most radical throw-
ability and as long as necessary to generate sufficient stability for maximum wind range.

シングルフィン vs マルチフィン

ドラフトの位置が前 or 両手で引く

私のセイリングスタイルとボードにはどちらのウェイブセイルが合っているのでしょう？最新の（ボードの）開発は１種類のラディ
カルなウェイブセイルだけで対応できなくなりました。違いを理解するため、基本的なことを理解していきましょう：

ダウンザラインでシングルフィンのウェイブボードは、
前足とレイルを使って主にカービングします。これに
は失速を少なくする必要があり、とても高いスキルが
必要です。またボトムターンの間、ずっとまっすぐに立っ
て、レイルを入れている必要があります。そのためセ
イルはわずかに高い位置にドラフトを持ち、立った姿
勢で乗るようにデザインされています。加えてターンの
間、セイルはニュートラルでなければなりません。そ
のためドラフトは前の位置にある必要があります。結
果としてセイルは後ろの手で引くのではなく、セイルを
引き込んでも引き込まなくてもあまり関係ないよう開
発が進みました。セイラーはセイルから何かを得る必
要がないのです。

トレンドがマルチフィンのウェイブボードに変わると、ダ
ウンザラインのサーフスタイルは目覚ましく変化しました。
シングルフィンのウェイブボードに比べて、マルチフィン
ボードはレイルを使ってカービングする必要がなく、フィ
ンを使ってターンをします。セイルを引き込む事で、角度
のあるボトムターンもできるようになりました。そのため
ターンのきっかけをつくるため、手応えのあるセイルが必
要となりました。セイルのドラフトの位置が後ろになり、
両手にセイルの重みが均等にかかるセイルです。
両手でセイルを引く事で良い事があります：バランスや安
定性を保ちやすく、頼れるものをセイラーが持つことにな
ります。（これはフラットウォーターのシングルフィンでも
同じです）またドラフトが後ろにあるセイルはローエンド
があるので、１サイズ小さいセイルを使うことができます。
さらに新しいセイリングスタイルではボトムターンのスピー
ドが遅くても大丈夫なので、エントリーレベルのウエイブ
ライダーにとって簡単です。一方でプロ達はインパクトゾー
ンにさらに近づいたセイリングができるようになります。
レイルを押すためにまっすぐに立って乗る必要もありませ
ん。そのため ICE とノースの４本バテンのセイル HERO を
比べると、ドラフトの位置は下、さらに後ろにあり、それによっ
てハイエンドなコントロール性能を持っているのです。

４本バテンとハイエンドなコントロール性能とは？

４本バテンセイルで適した風域（ハイエンドなコントロール性能）を得るには？その秘密は柔軟性と安定性の理想的なバランスにあります。
より深く理解するためにセイルのセオリーをご紹介します。以下の要素が安定性（結果として広い風域で使える）セイルとなります：
１　バテンの量：バテンが多いとコントロール性能が高められますが、リグは硬く重くなります。
２　マストの径：SDM マストは硬く、しかし RDM マストより柔軟性が少ない。
３　マストの長さ：短いほどソフト

マニューバーセイルのトレンドは SDM から RDM に向かっています。そのためにセイルはさらに柔軟性を持ちますが、安定性は失われます。バ
テンの数を減らす事は柔軟性を高めることです。そしてラフの長さを短くすれば（最も短く＋最もソフトなセイル）セイル全体の構造は間違いな
くソフトになりすぎます。結果、とても柔軟性の高いセイルは理想的な風域では良い感覚を得られますが、それ以外では使いにくくなります。

そこに注目して私たちは HERO を開発しました。出来る限りラフの長さを短くするというトレンドを追って風域を狭めるリスクを負うのではなく、
カイはその性能を実証されている BALANCED.LUFF.LENGTH のコンセプトを使いました。セイルを投げやすいよう、できるだけラフを短くしな
がらも使用風域を広げ、効果的な安定性を持つセイルにしました。
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+  earliest planing wave sail in the NorthSails range
+  most draft back wave sail in the range > pull on both 

hands gives you extra balance/stability
+  most draft back wave sail in the range > works best on 

multi-fin wave boards and/or single-fin boards on flat 
water

+  4-batten design > most elastic and easiest to pump wave 
sail in the range

-  least draft stable wave sail in the range
-  too much backhand pressure for single-fin down the line 

“carving” style

i c e

+  most draft stable wave sail in the range, makes it 
unbeatable in nuking gusty conditions

+  most draft forward wave sail in the range > ideal on 
single-fin down the line wave boards

+  most draft forward wave sail in the range > best on-off

-  least powerful wave sail in the range
-  Not enough backhand power for typical multi-fin wave style

i D

+  Best of both worlds: up to 5.0 based on the ice design, 
larger sizes based on the Duke

+  use of oDl (high-tech Yachting laminate) makes the iD by 
far our lightest wave sail (up to 700g lighter than ice and 
Duke)

+  use of oDl makes the iD more elastic (better to pump) 
than ice and Duke

-  Due to the fact that the oDl laminate is less than half 
as thick as regular xPlY the uV-resistance is limited > 
warranty limited to 2 years

D u k e

+  most versatile wave sail in the range bridging from flat 
water freestyle (or even freeride) up to power wave sailing

+  Biggest wind range of all wave sails in the range

-  too grunty/direct for light-weight guys in the waves

ウェイブセイルの長所と短所

＋　ノースセイルのなかで一番プレーニングしやすいウェイブセイル
＋　最もドラフトの位置が後ろにあります→両手でセイルを引き込みバ

ランスと安定性を持ちます
＋　最もドラフトの位置が後ろにあります→マルチフィンのボードに最適

です。またフラットウォーターのシングルフィンにも適しています
＋　４バテンのデザイン→最も柔軟性があり、パンピングしやすいウェ

イブセイル
ー　ドラフトの安定性を損ないやすいウェイブセイル
ー　シングルフィンのダウンザライン “ カービング ” スタイルには後ろの

手にかかる力が強すぎるセイル

＋　5.0 までは ICE を基本としたデザインで、大きなサイズは DUKE を
基本としてデザインされています。

＋　ODL（ハイテクなヨットのラミネート）を使った ID は他のセイルに
比べて非常に軽くできています（ICE や DUKE と比べて 700g も軽い）

＋　ODL を使ったので ICE や DUKE と比べて柔軟性があります（パンピ
ングしやすい）

ー　ODL ラミネートは厚みが通常の X プライの半分以下なので UV に対
して弱いセイルです→２年ワランティ

＋　最もドラフトの安定したウェイブセイルで、ガスティなコンディショ
ンで他にない働きをします。

＋　最もドラフトの位置が前にあります→シングルフィンのダウンザライ
ンのウェイブボードに理想的。パワーの出し入れが簡単にできます。

ー　最もパワフルでないウェイブセイル
ー　マルチフィンのウェイブボードに理想的な後ろ手のパワーがありません。

＋　フラットウォーターのフリースタイル（フリーライドでも）からパワー
ウェイブセイリングまで、いろいろなウェイブセイリングに対応します。

＋　全てのウェイブセイルの中で一番風域が広いセイルです。
ー　体重が軽いセイラーにはパワーがダイレクトで扱いにくいセイルにな

る可能性があります。
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ideal Board

BacK single-finfront multi-fin

* exPlANAtioN: oN A HeRo You get PlANiNg 

AS iF YouR SAil wAS 0.2 SmAlleR tHAN 

A Duke, 0.3 SmAlleR tHAN AN iD oR 0.4 

SmAlleR tHAN AN ice. But You AlSo NeeD to 

cHANge DowN eARlieR AccoRDiNglY 

プレーニング プレーニング

ドラフトの安定性 ドラフトの安定性

ハンドリング ハンドリング

風域＊ 使用感

体感するセイルの重さ（5.0） セイルの感じ 人工的なセイルの重さ（5.0）

体感するセイルの重さ（5.0） 強度／ UV に対する耐久性

ドラフトの位置 理想的なボード



04 | SPECS 

SPECS 

05 | TECH DATA 

DUKE POWER WAVE-FREESTYLE 

Size 4,7 5 5,4 5,9 6,4 6,9 

Boom max (m) 1,67 1,72 1,79 1,81 1,93 2 

Luff max (m) 4,16 4,22 4,35 4,49 4,56 4,68 

Vario Top • • -- -- -- -- 

Battens 5 5 5 5 5 5 

Weight (kg) 3,7 3,85 4 4,2 4,35 4,55 

IMCS 18-20 19-21 21-19 20-22 20-22 21-25 

Best Mast  **** **** **** **** **** **** 

Mast: Best/Alternative Length 
(cm) 

400 400/430 430/400 430 430 430/460 

Best/Alternative Mast 
Geometry 

RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM 

ID ULTRALIGHT WAVE-FREESTYLE 

Size 4,2 4,5 4,7 5 5,4 5,9 6,4 

Boom max (m) 1,55 1,59 1,64 1,69 1,78 1,8 1,86 

Luff max (m) 3,98 4,06 4,06 4,15 4,35 4,47 4,57 

Vario Top • -- -- -- -- -- -- 

Battens 5 5 5 5 5 5 5 

Weight (kg) 2,75 2,85 2,9 3,1 3,3 3,5 3,65 

IMCS 17-19 19-17 19-17 18-20 21-19 20-22 20-22 

Best Mast  **** **** **** **** **** **** **** 

Mast: Best/Alternative Length 
(cm) 

370/400 400/370 400/370 400 430/400 430 430 

Best/Alternative Mast 
Geometry 

RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM 

ICE/ICE HD WORLD CUP WAVE 

Size 3,4 3,7 4 4,2 4,5 4,7 5 5,3 5,7 6,2 

Boom max (m) 1,42 1,46 1,53 1,56 1,61 1,66 1,7 1,73 1,79 1,9 

Luff max (m) 3,58 3,74 3,86 3,98 4,06 4,05 4,15 4,36 4,39 4,52 

Vario Top • • • • • -- -- -- -- -- 

Battens 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Weight (kg) 3.10/3.15 3.25/3.30 3.35/3.40 3.45/3.50 3.55/3.60 3.60/3.65 3.8/3.85 4.00/4.05 4.10/4.15 4.35/4.40 

IMCS 17-19 17-19 17-19 17-19 19-17 18-20 18-20 21-19 21-19 21-19 

Best Mast  **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** 

Mast: Best/Alternative Length 
(cm) 

370/400 370/400 370/400 370/400 400/370 400 400 430/400 430/400 430/400+CX40 

Best/Alternative Mast 
Geometry 

RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM RDM/SDM 

HERO COMPACT WAVE 

Size 3,4 3,7 4 4,2 4,5 4,7 5 5,3 5,6 

Boom max (m) 1,4 1,43 1,48 1,53 1,59 1,65 1,71 1,73 1,78 

Luff max (m) 3,61 3,71 3,8 3,89 4,01 4,05 4,1 4,35 4,36 

Vario Top • • • • • -- -- -- -- 

Battens 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Weight (kg) 3 3,15 3,25 3,35 3,45 3,5 3,6 3,8 3,95 

IMCS 17-19 17-19 17-19 17-19 19-17 19-17 18-20 21-19 20-22 

Best Mast (RDM only!)  **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Mast: Best/Alternative Length 
(cm) 

370/400 370/400 370/400 370/400 400/370 400/370 400 430/400 430 

Best/Alternative Mast 
Geometry 

RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- RDM/-- 

CONTACT: Andreas Ernst                        Keltenring 9                            phone: +49.89.666 55 272              andreas.ernst@north-sails.org   
North Sails Operating Office                   82041 Oberhaching                fax: +49.89.666 55 220                    www.north-windsurf.com    
Boards & More GmbH                              Germany    



NEW WEBSITE 

It was time for a change, so be prepared for our new website and a load of 
features. Get an idea of our improvements on July the 15th: 

www.north-windsurf.com 

What‘s totally new: 

•  Designed in html 5 
•  iPhone and iPad compatible 
•  Google Maps Dealer and Surf Center Locator 
•  More userfriendly surface and structure 
•  Product navigation slider 
•  New Picture and video galleries 
•  Brand new teaser clips for all Wave/Freestyle sails 

06 | WEB 

変化のときです。
ですから新しいウェブサイトを準備し、さまざまな情報を提供します。
７月１５日に改良のアイディアをお知らせします：

www.north-windsurf.com

新しいこと：
html5 でデザイン
iPhone と iPad に対応
グーグルマップによるディーラーとサーフセンターの検索
ユーザーフレンドリーなデザインと構造
製品ナビゲーションのスライダー
新しい写真やムービーを見られるギャラリー
ウェイブとフリースタイルの課題クリップ



iPHONE APP 

07 | SMART PHONE 

THE NORTHSAILS APP IS THE ESSENTIAL TOOL FOR ALL WINDSURFERS! 

Enjoy the NorthSails experience at your fingertips. It has never been this easy to 
get all the information you need. Browse through our product range, check a bunch 
of windsurfing clips, find your nearest dealer and much, much more, all of this 
within a single, simple and well designed App. 

1) PUSH NEWS:  
Be the first to get the latest news directly onto your iPhone via Push-Notification! 
Stay up to date on what is happening in the NorthSails world. Team riders, 
photoshoots, products and much more! 

2) FOLLOW US:  
Follow or become part of the NorthSails Social Media world! Browse through our 
YouTube channel, the Facebook page and Twitter without having to leave the App. 

3) WALLPAPER:  
Download the hottest Windsurf pictures to use as your personal wallpaper. 

ノースセイルの APP はすべてのウインドサーファーの必須ツール

ノースセイルを指先で体験できます。必要な情報をここまで簡単に見られる事は今までありませんでした。製品のラインをみた
り、ウインドサーフィンムービークリップを沢山チェックしたり、最寄りのディーラーの場所を探したり、他にも沢山楽しめる
アイテムです。優れたデザインのノースの APP ひとつで全てが楽しめます。

１）押すだけのニュース：
最新の情報をプッシューノーティフィケーションで iPhone に直接送られるようになります。ノースセイルの世界で何が起こっ
ているのか情報を絶えずアップデートできます。チームライダーや写真撮影、製品の情報などです。

２）フォローしてください：
フォローしたり、またノースセイルのソーシャルメディアワールドの一部になりましょう。App を閉じなくても、youTube チャ
ンネルや facebook、twwitter にアクセスできます。

３）壁紙：
最高にかっこいいウインドサーフィンの写真をダウンロードして、個人の壁紙として使いましょう。



iPHONE APP 

07 | SMART PHONE 

4) LOCATOR:  
Find all NorthSails dealers around you. Find all NorthSails centers world wide. 

5) PRODUCTS:  
Find the tech specs of all our products of the last 3 years within a blink of an eye.  

6) CONVERTER:  
Knots vs. beaufort, meter vs. inch - want to know what others are talking about? 
Just use our Universal Converter! 

7) PACKING LIST:  
Never arrive at the beach with a missing rope or screw. With our unique Packing 
List function that's a thing of the past! 

４）ロケーター：

最寄りのノースセイルディーラーを探します。世界中のノースセイルセンターを見つけましょう。

５）製品：
ここ３年間のすべての製品のスペックを瞬く間に表示します。

６）コンバーター：
ノット vs ボーフォート、メーター vs インチなど、便利な変換機能がついています。

７）パッキングリスト：
シートやネジを忘れてビーチに行くことがなくなります。独自の荷造りリスト機能で万全の備えを。


