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	 唯一の積極・消極	緯入れ

Hercules は生産品目に合わせて積極
緯入れ方式と消極緯入れ方式を切替
えることが可能な、市場で唯一の織
機です。

無類のフレキシビリティーと最高の
生産性

	 唯一の開口形状

小さな開口寸法が経糸のピークテン
ションを最小限度に抑えます。

卓越した織物品質

	 強力な筬打ち動作

Hercules は織物の組織に応じて、最
大経糸張力の許容値が異なる2種類
の機種を取り揃えています。標準機
種は最大3トン、Hercules 4.5 は最大
4.5トンの経糸張力に対応します。

広範な種類の織物に対応

1

2

3

	 コンパクトで強靭な構造

Hercules はコンパクトな寸法と強靭
な構造を両立させています。レピア駆
動にフレキシブルテープを使用する
ことで設置面積が小さく、工場のスペ
ースが節減され、レイアウトの自由度
が高まります。

スペースの節減と効率

	 高性能の緯糸セレクター

Hercules の緯糸セレクターは動作中
の緯糸のピークテンションを抑え、緯
糸の負荷を最小限に留めます。また、
捨耳節減のため可動式のカッターを
装備しています。

高効率とロスの削減

	 スマート緯糸カッター

緯糸カッターは捨耳を最大限まで節
減できるよう設計されています。そし
て２色製織の場合は特定の緯糸と専
用装置によって左側の捨耳を完全に
無くすことが可能です。

コスト節減とロスの低減
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	 ダイレクトドライブ

モーター直結のダイレクトドライブに
よって保守作業が軽減され、最高レ
ベルの使い易さが実現しています。さ
らに、ドビーは独立したモーターで駆
動されます。

保守工数の削減と容易な設定作業

	 ユーザーフレンドリーな	
　	 コンソール

大型のフルカラー、タッチスクリーン
のコンソールは直感的なイラスト表示
を多用し、織機の各機能を対話型で
容易に、そして的確に設定できます。

最高レベルの使い易さ

	 リモート診断機能を搭載

先進のリモート診断機能「S i t e 
Manager：サイトマネージャー」は、
問題が発生した時にイテマの技術部
門から織機に直接アクセスして状態
を把握し、迅速で的確なサポートを
提供するシステムです。

迅速な技術サポート
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卓越した

フレキシビリティー

比類ない

高性能

傑出した

使い易さ



フレキシビリティーと多機能性を旗
印とするレピア織機	Hercules	はテ
クニカルファブリックの製織で卓越
した性能を発揮します。消極と積極
のレピア緯入れシステムを相互に切
換えることで広範な種類の織物に的
確に対応し、強靭な構造と高い製織
効率で大きな収益をもたらす生産設
備です。

Hercules は傑出した使い易さと高度
なフレキシビリティーを持ち、あらゆ
る種類のテクニカルファブリック製織
に最適の織機です。強靭さとフレキ
シビリティーを両立させた構造によっ
て、高い信頼性を維持しながら生産
能力を大きく向上させます。

Hercules は積極レピアと消極レピ
アを迅速・簡単に切換える事が可能
な、市場で唯一の織機です。これによ
って 10 dtex から48,000 dtex までの
驚異的な範囲の糸に的確に対応し、
圧倒的に高い効率で緯入れを行ない
ます。また複数本の同時緯入れも可
能です。

完璧な経糸制御も Hercules の大き
な特長です。バックレストローラーが
高い剛性を維持しつつ敏速に応答す
ることで経糸張力が完璧に制御され
ます。また、巻取装置は緯糸密度が

極端に低い織物も超薄手の織物も、
的確な作動で確実に巻き取ります。

最大機幅 6,200 mm の Hercules には
近代の織機のイノベーションを主導
してきた長年のノウハウが凝縮され
ています。製織産業発祥の地である
イタリアのセリアーナ渓谷で生まれ
た Hercules は、練達のテキスタイル
専門家と技術者によって育てられ、
高難度のテクニカルファブリックを効
率的に生産するための様々なテクノ
ロジーが詰め込まれています。

適用分野

•	 アグロテキスタイル

•	 コーティングファブリック、標準および重布

•	 コンベアベルト、標準および重布

•	 フィルターファブリック、標準および重布

•	 グラスファイバー織物

•	 ジオテキスタイル

•	 メッシュファブリック	

その他多数

レピア織機	Hercules



ユニークな積極・消極の切替可能な緯入れ機構

卓越した開口形状強力な筬打ち動作



ユニークな積極・消極の切替可能な
緯入れ機構

製織の豊富な実績とノウハウを注ぎ
込んで完成したユニークな緯入れ機
構を持つ Hercules は、１台の織機で
積極と消極の緯入れ方式の特長を併
せ持つ唯一の織機です。積極緯入れ
と消極緯入れはそれぞれが特有の長
所を持っていますが、Hercules ではそ
の方式をわずかな手順で迅速に切換
え、製織条件に最適な方式を選択す
ることが可能です。生産する品目のス
タイルや織組織に合わせて、生産性
重視の場合は消極緯入れに、特殊な
特性の緯糸では積極緯入れに、それぞ
れ機動的に切換えることで設備の稼
働率が飛躍的に向上します。

Hercules はそのユニークな緯入れ機
構によって 10 ～ 48,000 dtex の驚異
的な範囲の糸を確実に緯入れし、広
範な種類の織物を最高の品質と最高
の生産性で織り上げます。

独創的な緯入れ機構による高度なフ
レキシビリティーに加えて、レピアヘッ
ドと駆動テープを小さな寸法に抑える
ことで経糸との摩擦が軽減し、生産効
率と織物品質が大幅に向上します。

Itematech の革新的な設計による積
極レピアは、小寸法の利点と最高の
多機能性を併せ持つ画期的な機構
です。消極レピアで一般的に採用さ
れ最適な緯入れを達成する小寸法

は、Hercules のユニークな新設計によ
って大きく進化し、超太番手の糸も完
璧に緯入し、最高の生産効率を達成し
ます。 

卓越した開口形状

開口量を最小限に設定することで経
糸のピークテンションを抑制して経糸
の負荷を最小限度に留め、織物品質
を飛躍的に高めています。さらに筬框
の断面を拡大し、形状を最適化するこ
とで筬打ち力の大幅な向上を実現して
います。

高機能のレピア駆動機構

Hercules のレピア駆動機構は現有の
織機の中で群を抜くコンパクトな設計
になっています。最小限度の可動部品
で構成され、作動の信頼性が大きく
向上するとともに保守工数も大幅に削
減されます。

強力な筬打ち動作

Hercules には生産する織物の種類に
応じて２種類の機種を取り揃えていま
す。標準タイプは経糸の最大張力が 
３トンまで、強化型の Hercules 4.5 
は 4.5 トンまで対応します。 

目的に適した巻取装置の選択

Hercules では弾性プレスローラーなど
の、生産品目に適した専用の装置を選
択できます。

Hercules 4.5 は強化型の巻取り装置を
装備しています。高い巻取り張力を要
する厚地のフィルターファブリックや
コーティングファブリックなどを確実
にグリップして巻き取ることが可能で
す。この装置はダブルの巻取ローラー
によって布の両端を強力にグリップす
る Twin Grip 機構と、布の張力を増大
させる Tinix 機構とで構成され、スリ
ップを防止して大きな張力で巻き取り
ます。

これらの装置によって、目が粗く滑り
やすく、しかもデリケートな織物でも
所定内の縮小幅であれば確実に巻き
取ります。

無類のテキスタイル効率



目的に応じたバックレストローラーの選択が可能 高性能の緯糸セレクター

織物に合わせた耳カッターの選択が可能



コンパクトで強靭な構造

Hercules はコンパクトな寸法を保ちな
がら、性能や織物品質の確保に重要
な強靭な構造を実現しています。フレ
キシブルレピアテープ方式の採用で
織機の設置面積が小さく、工場のスペ
ースが節減されるとともにレイアウト
の自由度が高まります。

モジュラー構造を採用し、鋼材と鋳鉄
を適切に組合わせて使用することで
構造的な信頼性を高めると同時に振
動を効果的に吸収します。

目的に応じたバックレストローラーの
選択が可能

Hercules の ULTRA バックレストロー
ラーは基本的な２種類の特性を高め
るよう設計されています：

•  コーティングファブリックやフィル
ターファブリックなどの中厚手から
重布までの高負荷製織に余裕で対
応できる強靭な構造

•  グラスファイバーなど伸び率の小さ
い特殊な経糸で特に重視される応
答性を高めるため、小径のローラー
を採用

バックレストローラーはあらゆる種類
の織物に対応できるよう、最適な表
面形状のタイプを選択できます。

また、剛性の高い織物用として、大型
の偏向サポートもオプションで選択で
きます。

織物に合わせた耳カッターの選択が
可能

耳カッターは下記の３種類から最適な
方式を選択できます：

•  電動耳カッター 

•  合繊用のヒートカッター

•  グラスファイバー用チョッパーカッ
ター

高性能の緯糸セレクター

１、２、４、６、８色の各タイプを取り揃
えた緯糸セレクターは、ピークテンシ
ョンを低く抑えることで緯糸にかかる
負荷を低減しています。

また、緯糸の種類や番手に応じて緯
糸フィンガーの作動状態を選択でき
ます。

緯糸セレクターは捨耳削減を重視した
高機能のスマート緯糸カッターを装備
しています。

さらに、特定の緯糸を使用する２色機
の場合は専用の装置で左側の捨耳を
完全に無くすことが可能です。

耳形成装置の豊富なオプション

Hercules には複数種類の補助耳装置
から最適なタイプを選択して装備で
きます。

電動または機械式レノ装置は、レノ糸
本数が１本または２本のタイプを選択
できます。

電動レノ装置の場合は補助耳の閉口
タイミングをコンソールで設定できま
す。

また、布の左右端と中間にタックイン
耳を形成するタッキング装置も選択可
能です。

比類ない高性能



ユーザーフレンドリーなコンソール



ダイレクトドライブ

Hercules はダイレクトドライブ機構で
駆動されます。

ダイレクトドライブは保守工数を軽減
し、織機の回転数をカラー表示のタッ
チスクリーンで直接設定できるなど、
最高の使い易さを実現しています。

またドビー駆動に専用のモーターを
使用するなど、強力で画期的な電子
制御プラットフォームを構築していま
す。ドビー専用の第２モーターの採用
によって閉口タイミングもコンソール
から直接の設定が可能で、作業工数
の削減と製織効率の向上が達成され
ています。

ユーサーフレンドリーなコンソール

Hercules は使い易さを重視して開発
された織機です。コンソールには大画
面でフルカラーのタッチスクリーンを
採用し、直感的で分かり易い表示によ
って対話的に各種の設定や操作が行
なえます。

リモート診断機能

Hercules にはリモート診断機能「Site 
Manager」をオプションで装備できま
す。Site Manager は最新のインダス
トリー4.0 のコンセプトに基づき、迅
速にお客様をサポートするシステムで
す。Site Manager を採用すれば織機
が世界のどこに設置されていても、イ
テマのエキスパートが織機の状態を
直接参照することが可能になります。

傑出した使い易さ



Hercules はあらゆるテクニカル
ファブリックの生産で最大限の
能力を発揮するよう設計されて
います。目的に応じてレピア緯
入れ方式を消極と積極に切換
えることを実現したHercules な
ら、機械的な強靭さと高い製織
効率によって収益率が大幅に向
上します。

Herculesの特長をお分かりいた
だけたでしょうか？

御社の生産についてのニーズをお
伝えいただければ Itematech が
総力を挙げて最適のソリューショ
ンをご提案します。

イテマウィービングジャパンの
営業部までご連絡ください：
072-643-2023
sales@txjapan.com



レピア
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公称機幅 外形幅	(A)

1600 mm 4400 mm
1900 mm 4700 mm
2100 mm 4900 mm
2300 mm 5100 mm
2400 mm 5200 mm
2600 mm 5400 mm
2800 mm 5600 mm
3000 mm 5800 mm
3200 mm 6000 mm
3400 mm 6200 mm
3600 mm 6400 mm
3800 mm 6600 mm
4400 mm 7200 mm
4600 mm 7400 mm
5500 mm 8300 mm
6200 mm 9000 mm

寸法図



Hercules	の主な仕様

主な機種
公称機幅(cm) 160, 190, 210, 230, 240, 260, 280, 300, 320, 

340, 360, 380, 440, 460, 550, 620

製織幅(cm) 最大製織幅 +60 mm
織幅縮小 標準  ：600 mm 

オプション ：1000 mm 
特殊仕様  ：1000 mm 超

非対称縮小 右側で 300 mm

開口装置
ストーブリ電子ドビー	3020型、綜絖枠枚数	8、10、12、16、20
電子ジャカード

綜絖枠の連結装置
DRC1 標準
DRC4	
（クイックスタイルチェンジ対応）

オプション

緯色
1、2、4、6、8	色　フィンガーの作動状態を選択可能

緯糸密度
5	～	200	本/cm 標準
2～100	本/cm	または	0.2～50	本/cm オプション

ワープビーム
シングルビーム：フランジ径	800	または1000	mm
ツインビーム（機幅	260	以上）：フランジ径	800	または1000	mm
下部ダブルビーム：700+500	mm
上部ビーム：フランジ径	800	または1000	mm
マルチビーム（オプション）
外部クリールからの経糸供給に対応可
（上部または下部でのカレンダーローラー）

レースボード
異なる形状のフックを選択可能

バックレストローラー
Ultra	バージョン
ロードセルによる合計張力の読取り
固定式または回転式、クロームメッキまたは梨地仕上げのローラー
高剛性糸用	拡張補正タイプ

耳形成装置
独立電子レノ装置、絡み糸２本または４本、布の両端および中間
機械式耳カッター、布の両端または中間

主なオプション装置
電動レノ装置、絡み糸２本または４本、布の両端および中間
電動耳カッター、布の両端および中間
溶着耳用ヒートカッター
タッキング装置、布の両端および中間
バッチワインダー対応仕様
筬部分の	LED	照明

電子制御システム
VGA	MMI	の新世代システム 標準





Itematech は業界屈指の専門技術
チームを組織し、イテマとPTMT（旧
Panter）の合併によって両社が長年に
渡って蓄積したノウハウをフルに活用
して、テクニカルファブリック製織につ
いての多彩なシステムを提供します。

あらゆる種類のテクニカルファブリッ
ク製織の分野で Itematech は最高の
パートナーとして、常にお客様のニー
ズを充足するのみならず、それを越え
るさらに高度なソリューションをご提
案できる織機メーカーです。

Itematech の詳細についてはイテマウ
ィービングジャパン株式会社までお問
合せください。製品群やスペアパーツ
供給などについて詳しくご説明いたし
ます。

ウエブサイト www.itematech.com も
ご覧ください。

Itematech
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Itematech はテクニカルファブリックの製織に特化した、イテマの新
しい事業体です。業界唯一の存在として、イテマと旧Panterの技術を
集結してテクニカルファブリック製織のあらゆる分野に最適・最高の
ソリューションをお届けします。


