


片側・積極レピア織機 UniRap 



UniRap は多機能性を大きな特徴とし、無限の可能性を持
つ織機です。積極レピアによる確実な緯入れとフリーフラ
イトトランスファーシステムによる丁寧な緯糸の取扱を両
立させ、限界の無い広範な種類の複雑な織物、創造性豊
かな織物を生産します。 

公開特許のレピアシステムを構成する積極レピアは緯糸の
受渡し工程が無く、あらゆる種類の緯糸に的確に対応し、
最高の製織効率を発揮します。

その範囲はラメ糸からブークレ糸、グラスファイバー糸、ポリ
エステルやポリプロピレンのフラットヤーン、そして高抗張
力モノフィラメント糸にまで及びます。それらの緯糸で複雑
なテクニカルファブリックや先端的なファッション素材を織
り上げることが可能な多機能織機が UniRap です。

信頼性が高くユーザーフレンドリーな電子・機械プラットフ
ォームが簡単な操作と高性能・高信頼性を実現し、新しい
市場分野への迅速な進出をバックアップします。緯糸把持
などの緯入れサイクルの設定は電子制御で行ない、フレキ
シブルな電子制御アーキテクチャーがオンボードの自動化
装置のリアルタイム制御を実現しています。

UniRap はオープンプラットフォームを基盤として設計さ
れ、豊富なバリエーションを取り揃えています。緯色数は最
大12色で、アパレル用ファンシー織物や家具用生地などの目
的に応じてドビーまたはジャカードを装備した標準モデル
から、１色で幅 30 mm までのフラットヤーンに対応するゼロ
ツイスト緯入れモデルまで、目的に合わせた最適の選択が
可能です。 

UniRap： 製織に無限の可能性をもたらします。





多彩な種類の緯入れシステム

ユニークな緯入れシステムが UniRap
の真髄です。広範な種類の糸を完璧
に緯入れするため、複数種類から最適
のレピアを選択することであらゆる製
織に的確に対応します：

•  ファンシーバージョンのレピア： 
従来型の緯糸用 

•  ワイヤーバージョンのレピア： 
直径 2 mm までの、金属または非
金属のモノフィラメント緯糸用

•  テープバージョンのレピア： 
幅 30 mm までのフラットヤーン用

さらに様々な製織要件に応じて完璧
な緯入れ動作を達成するため、複数
の緯入れ方式を取り揃えています：

•  レピアテープガイド方式：
様々な形状やサイズを持つフック
でレピアテープをガイドする方式

•  HFシステム：
開口内にレピアテープのガイド部品
が無く、繊細な糸や高密度な糸に
適した方式

•  筬ガイドシステム：
特殊形状の筬によって、レピアテー
プと経糸の接触を完全に回避でき
る方式

緯糸供給方式の選択肢

製織の要件に合わせて緯糸供給方式
を複数のバージョンから選択できるの
も UniRap の大きな利点です：

•  Defiler バージョン：
最大１２色の電子制御緯糸セレクタ
ーと緯糸フィーダーを装備

•  Derouler バージョン：
テクニカルファブリック用の２色仕
様

•  ゼロツイストバージョン：
フラットヤーン用の仕様

•  筬ガイドシステム
 

強力でユーザーフレンドリーな電子制
御プラットフォーム

UniRap は信頼性が高く強力な電子
制御プラットフォームを装備していま
す。オープンでフレキシブルな基本構
成によって、織機の全ての設定値と装
備している電子装置の作動状態をリ
アルタイムで制御します。またフルカ
ラーのタッチスクリーンは直感的で分
かり易いユーザーインターフェースで
す。さらに、ネットワーク接続によって
リモートでの織機の運転操作やデー
タ取得も可能です。

傑出したフレキシビリティーで最高難度の製織も余裕でクリア





UniRap は２種類のバリエーションに
大分類され、そのバリエーション間で
相互に、必要に応じて織機を組み替
えることが可能です：

大分類の第１は UniRap P で、複雑な
テクニカルファブリック製織に最適
な設計になっています。

大分類の第２は UniRap G で、先進
的なファッションファブリックや特定
種類のテクニカルファブリックの製織
に特化した設計になっています。

UniRap P：緯糸供給システムに振子
機構を採用

テープヤーンの製織で UniRap P は
圧倒的な性能を発揮します。最大
幅 30 mm のフラットヤーンを効率的
に緯入れできるよう、ダブルの貯留バ
ッファーを持つ derouler システムの振
子機構を緯糸供給システムに採用して
います。

振子機構が緯糸の負荷を最小限に抑
制しながら高速運転を可能にし、最高
の生産性と織物品質を達成します。

そして、振子機構によって捨耳幅を数
10 mm に抑えることができます。

UniRap P：高信頼性の Armotion モ
ーター駆動のメインドライブ

メインドライブに Armotion モーター
駆動を採用することでドビーの動作を
適切に調整し、経糸との連携を最適
な状態に制御します。 その結果、織
機本体と開口装置を各々独立して駆
動することが可能になっています。双
方のモーターはリアルタイム制御で完
璧に同期し、開口設定も簡潔な手順で
完了します。

UniRap P：専用の先進テクノロジー
がもたらす最適のソリューション

特殊な製織要件用として、超低張力の
巻取装置も選択できます。

さらに、Un i R a p  P  は製織幅が
300 mm から 1900 mm までの幅広い
範囲をカバーする専用のレピアテープ
駆動装置を装備しています。

UniRap G：複数ワープビームに対応

UniRap G の強靭な構造によって、機
台上にフランジ径 1000 mm までのシ
ングルビームや複数ビームを装備可能
で、さらに外部のカレンダー加工機能
付きクリールから経糸を供給すること
が可能です。いずれのビーム構成でも
各ビームには電子制御の張力制御装
置付きの電動送出し装置が付属して
います。

全ての可動部品に超高張力鋼を使用
し、効果的な振動抑制効果と最高の
信頼性を発揮します。

UniRap G：高性能の緯糸カッター

幅広い種類の緯糸に対応するマルチ
タスクタイプから特殊なグラスファイ
バー用まで、使用する緯糸に合わせ
て最適の緯糸カッターを選択できま
す。

そして２基のインバーターで駆動する
先進的な回転型サクション装置が広
範な種類の緯糸に的確に対応して、難
織性の織物も容易に織り上げます。

UniRap の主なバリエーション
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外形幅 (A) 公称機幅 (B)

4725 mm 1600 mm
5025 mm 1900 mm
5225 mm 2100 mm
5425 mm 2300 mm
5525 mm 2400 mm
5725 mm 2600 mm

寸法図



UniRap の主な仕様

主な機種
公称機幅 (cm) 160, 190, 210, 230, 240, 260
製織幅 (cm) 最大製織幅 +60 mm

織幅の非対称縮小 最大 1000 mm

開口装置
ストーブリドビー 3020型、綜絖枠最大枚数 20
電子ジャカード

綜絖枠の連結装置
DRC1 標準
DRC4 オプション

緯色
Defiler バージョン 1、2、4、6、8、12 色　フィンガーの作動状態を選択可能
Derouler バージョン 2 色

緯糸密度
0.25 ～ 100 本/cm

ワープビーム
シングルビーム：フランジ径 800 または1000 mm
複数ビーム仕様（オプション）
外部クリールからの経糸供給用のカレンダー加工

レースボード
異なる形状のフックを組合わせて使用
HF バージョン：開口内にフック無し
RGS（筬ガイドシステム）：特殊形状の筬羽

バックレストローラー
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

耳形成装置
独立電動レノ装置、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

その他
外部バッチワインダー連携
筬部分のLED照明





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



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。
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