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メモ：

Because we believe

Because we believe（信じればこそ）
全ての関係者が互いに協力し
それぞれの知恵と努力を結集すれば
いかなる困難も克服できる
私たちはそう信じています

イテマのエアジェット織機
A9500は信頼性、高速性、高品質と多機
能性の全ての面で従来の認識をはるかに
超える新鋭エアジェット織機です。

構成部品の多数がレピア織機と共通で完
全な互換性があるため、エアジェットとレ
ピアの双方をご使用のお客様ではスペア
パーツの在庫削減が図れます。
フルカラーのタッチスクリーンと最新のテ
クノロジーを織り込んだNCPで最適な設
定が容易に実現し、エア消費と糸のロスを
削減しつつ高品質を維持した生産が達成
できます。
また、遠隔アクセス機能を介した制御と診
断のサービスもご利用いただけます。
A9500は、全ての面で最新鋭の、ユーザー
フレンドリーなマシンです。

イテマ社のビジョン

QRP思考

QRPの実現

卓越した品質の製品とサービスをお届けす

的確な仕事がイテマ社の使命です！

人間工学の理論に適った製品、高い生産

ることを通じて、お客様の収益向上に貢献
することがイテマ社の目指すビジョンです。

キーワードQRP
綿密な研究開発と周到な設計、効率的な
生産手段を経てお届けする織機と、卓越
した体制でお客様を支援するアフターサ

そしてお客様の成功を支援することがイテ
マ社の目標です！

性を達成する製品、そしてお客様のご満足
が得られる製品をお届けすることにイテマ
社は注力しています。各種の緯入れ方式を

真の革新、真の簡素化、真の最適化を設計
に反映し、総合的な品質向上とユーザーフ
レンドリーな製品を目指してイテマ社は常
に前進しています。

横断的に俯瞰し、それぞれの技術を相互
に活用することで使いやすく多機能な製品
を実現しています。
固定、可動の全ての部品をシンプルに設
計していることはイテマ社の織機の大きな

ービスのキーワードは、QRP：品質（Qual-

特徴です。革新性を追求する研究開発と

ity）
・信頼性（Reliability）
・性能（Perfor-

お客様に対する責任

mance）です。イテマ社の全ての製品とサ

イテマ社はお客様と自社の未来を見据え

ービスはQRPを組み込んでお届けします。

て製品の持続性を重視しています。資材調
達から生産、配送、稼働までの全体を見渡
した戦略に基づいて、全ての事業活動を行

徹底した実証テストによって高性能を達成
し、設備投資の確実な回収を実現します。
「QRP」はトータルの高品質と高信頼性を
象徴するコンセプトです。

なっています
時間は貴重な経営資源です。イテマ社のジ
ャスト・イン・タイム体制はお客様のコスト
削減に貢献し、同時に自社の効率化にもつ
ながっています。

A9500 の概要

糸素材
B 綿
S フィラメント

A9500 B

190 M C

2 T S08

公称機幅 (cm)
190, 210, 230, 260, 280, 340, 360
スレイドライブ
K クランク
M カム
筬
C 分割筬
F 全幅筬
緯色
2, 4, 6
開口装置
T タペット
D ドビー

外形幅 (mm)
公称機幅

外形幅 (A)

1900 mm
2100 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3400 mm
3600 mm

4550 mm
4750 mm
4950 mm
5250 mm
5450 mm
6050 mm
6250 mm

A

ワープビーム
S08
S10
S11
D08
D10
D11

シングルビーム 800
シングルビーム 1000
シングルビーム 1100
ツインビーム 800
ツインビーム 1000
ツインビーム 1100

外形高さ (B)
800 mm ワープビーム
1000 mm ワープビーム
1100 mmワープビーム

1795 mm**
2005 mm**
2055 mm**

** 踏板を除く寸法
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高性能を実現するメカニズム
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ダイレクト駆動の
Hi ドライブ
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集中給油

A9500 の概要
開口装置

緯入れ

巻取り装置

耳形成

• ストーブリー製ドビー
1671型、または 1681型
（綜絖枠最大枚数8）

• スパン糸：7 Nm ～ 135 Nm

• ETD
ブラシレスモーター駆動、フィードバッ
ク制御の巻取り装置

• 電動、電子制御レノ装置（ELD）、また
はロータリータイプ（RLD）

• ストーブリー製ドビー
1781型（綜絖枠最大枚数10）

• フィラメント糸：20 dTex ～ 1100 dTex
• マルチホールのリレーノズル
• 分割筬用のストレッチノズル

• ストーブリー製電子ロータリードビー
（綜絖枠最大枚数16）
：全機種対応

• BLC：ストレッチヤーン用の特殊クラン
プ装置（特許）*

• 綜絖枠クイック連結：DRC10

• フィラメント用 高効率メインノズル*

ワープビーム

• FAR (Filling Automatic Repair)緯糸自
動修復*

• ブラシレスモーター駆動、フィードバッ
ク電子制御送出し装置 (EWC)

• 全幅筬用ストレッチノズル*

• シングルビーム：
800、1000、1100 mm（フランジ径）
• ツインビーム（広幅織機専用）
：
800、1000、1100 mm（フランジ径）
• 対称、非対称の織幅縮小：最大800 mm

• RTC
エア消費削減の積極制御システム*
スレイドライブ

• 巻取り・送出しの完全同調システム
• 緯糸密度：10 ～ 150 本/cm
• 織物の単位重量最大値：800 g/m2
• 緯糸密度：3 ～ 50 本/cm*
• バッチワインダー最大径：1500 mm*

• 電動布カッター
• 全幅筬、および分割筬用
中間および両端エアタックイン装置*
• 中間および両端の独立電動耳装置
(ISD)*
• 耳溶断用ヒートカッター*
• 中間布カッター*
接続機能
• イーサーネットインターフェース
• シリアル VDI インターフェース*
• パラレルインターフェース*

• カム、またはクランク駆動

• 6列（30 mmピッチ）、8列（16 mmピッ
チ）の経糸検知装置
• ビームのクイック脱着機構：PBC*
• ロータリータイプの経糸検知装置（フィ
ラメント用）*

（*）
：オプション装備

新コンセプトのメカニズム
ユニークなコンセプトを簡潔な構造で実
現したA9500は競合機種とは一線を画す
る高性能機です。お客様の声を最大限に
生かし、機能性・性能・信頼性の面で一切
の妥協をすることなく使いやすさを実現し
ています。
強靭で高精度の基本構造
抜群の強度と安定性で高速でも振動を飛
躍的に軽減した運転が可能です。筬とス
レイ機構をメインのクロスフレームに取付
けることで、連続的な強い筬打ち動作でも
完璧なバランスを保ちます。
選択可能な筬打ち機構
A9500の筬打ち機構はギヤボックスに内
蔵され、ダイナミック潤滑システムで給油
されます。小幅の織機では一体型ダブル
カムまたはクランク機構が選択できます。
当社のテキスタイル技術部門が御社に最
適の方式をご提案いたします。

集中給油システム

ダイレクト駆動の Hi ドライブ

クイックスタイルチェンジ

給油が必要な各部分には集中給油装置
からオイルが供給され、駆動ギヤボックス
は加圧したオイルで強制潤滑します。周
到なテストを実施し、その結果を反映した
設計によって潤滑効率が向上し、消費電
力の大幅な節減と消耗部品の長寿命化に
大きく貢献します。

メインドライブは電子制御のブラシレスモ
ーターで駆動し、回転数はタッチスクリー
ンで簡単に設定できます。従来型の機械
部品を最小限度まで減らすことで、従来
機種比で最大20％の電力コスト低減を実
現し、同時に部品の消耗を軽減し、保守コ
ストが削減されます。

A9500は保守や設定の作業を軽減するこ
とで、スタイルチェンジのための停台時間
を大幅に削減しています。ビームのクイッ
ク脱着機構を標準装備し、DRC10カップリ
ングによってレベリング作業が不要になっ
ています。

迅速・容易に脱着できるオイル流量調整
用のオリフィスを標準装備し、生産状況に
応じた最適な潤滑が可能になり、保守コス
トの低減が図れます。

シンプルで高い信頼性を確保した機構で
メンテナンスフリーを達成し、冷却装置も
不要です。

さらに、NCPに準拠した電子システムによ
って油圧と油温を精密に制御し、高い信
頼性を維持します。

エア消費量管理（
ACM）

簡単な設定でエア
消費量を削減

最適の開口形状

ー
エアレベルセンサ

エア設定のパラメ
ータ

NCP: 新しい電子制御コンセプト
フルカラーのタッチスクリーン

診断機能を内蔵

ルームブラウザー（LoomBrowser）

A9500のユーザーインターフェースは革新
的な制御コンセプトに基づくフルカラーの
タッチスクリーンです。装置や機能を表す
直観的で分かりやすい表示で、目的の画
面を簡単に呼び出せます。

時間はコストであり、停台時間の短縮はコ
スト削減に直結します。そのためA9500は
高機能の診断ソフトウエアを装備し、
タッチスクリーンのボタンを押すだけで、
電子基板を含めた全ての機器、装置類の
機能チェックが行われます。点検用の装
置や工具は全く不要で、電子系統の専門
知識も必要としないため、織機の運転担
当者が容易に使用することができる機能
です。

パソコンにソフトウエア
「ルームブラウザ
ー」
をインストールすれば、生産効率のモ
ニタリング、織機設定値の変更とダウンロ
ード、緯色とドビーの綜絖枠パターンの作
成とダウンロードが可能になります。また、
織機の配置画面から任意の機台をクリッ
クすれば、離れた場所からその織機の全
ての情報を閲覧できます。

また、標準装備のUSBポートを通じて織機
の設定値の保存、転送、ダウンロードの作
業を非常に簡単に行えます。
最先端のテクノロジー
A9500は最先端のマイクロプロセッサー
技術を取り入れ、ユーザーインターフェー
スはWindows CEで制御しています。さら
にイーサーネット接続機能を通じて工場
内ネットワークはもとより、インターネット
への高速接続も可能です。

IPOS（Intelligent Production Optimizing
System：生産性最適化インテリジェントシ
ステム）
IPOSは、織機の回転数と停止レベルを監
視し、生産性を最適化するオプション装
備です。
停止と効率のパラメーターを設定すれば
IPOSが自動的に運転データを収集し、所
定の範囲を外れるとシステムが回転数を
調整して生産性を最適化して、生産量と
織物品質の向上を図ります。

遠隔診断機能
A9500を工場を工場のネットワークに常時
接続すれば、遠隔ソフトウエアサービスが
使用可能になり、インターネット経由でイ
テマのワールドワイドサービスネットワー
クに接続して、診断支援サービスを利用
できます。

ーン
タッチスクリ
フルカラーの

運転状況を一覧で把握 reading

最先端のテクノロジーを搭載

診断機能を内
蔵

LoomBrowser
（ルーム・ブラウザー）

IPOS

独自のテキスタイル設定
最適な開口形状

さらに削減されたエア消費量

社内での先進的な研究開発と、現場での
徹底したテストから得られたA9500の開
口動作は、長い静止時間と綜絖枠の安定
作動を両立させ、緯入れ可能な範囲を大
きく拡張するとともに、エアの消費量を削
減し、同時に緯糸の安定した搬送を実現
しています。

高効率のノズルと特許のリアルタイムコン
トローラー（RTC）による制御でエア消費
量が大幅に削減されています。リアルタイ
ムコントローラーは1ピック毎に最適の噴
射状態に制御し、コンプレッサーのエアを
抜群の効率で使用します。

• 第1綜絖枠を筬に近付けることで綜絖
枠のストロークを短縮し、高速運転に対
応するとともに綜絖枠とヘルドの長寿
命化を達成。
• 十分な緯入れ時間を確保することで緯
糸の張力と負荷を軽減し、停台頻度を
削減するとともに効率を向上。

その他にも様々な手段でエア消費を削減
しています：

エアの消費量制御
（Air Consumption Management: ACM）
電子制御のエア消費量センサーを装備
し、1万ピック毎または緯入れ長さ10万メ
ートル毎にデータ処理を行ない制御装置
に送信します。
エア消費量や漏れテストで異常が検出さ
れると、設定に従って警告を発信または織
機を自動停止します。

• リレーバルブをリレーノズルの直近に
配置
• 最適設計のマルチホールノズルを理想
的な位置に配置
• 噴射時間制御の専用ソフトウエアを
装備
これら全てが連携してA9500はエア消費
量の大幅削減を実現しています。
また、ストレッチヤーンに最適なBLCノズ
ルも装備可能です。

さらに削減されたエア消費量

エア設定のパラメーター
緯糸到着自動制御機能がエアバルブを連
続的に調整し、エア量と噴射時間を適切
に制御することで、緯糸到着時間を設定
した値に保ちます。
エアレベルセンサーが圧力を検知し、設
定された許容範囲内に収まるように制御
します。圧力が許容範囲を外れると、警告
を発信または織機を自動停止します。
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比類ない高品質
卓越した織物品質

広範な適用範囲

レノ/耳形成のオプション装置

革新的な開口形状で、卓越した織物品質
を達成しつつ最高の製織速度を実現しま
す。スレイの動作を内蔵のコンピュータが
常時監視し、スタートマークを完璧に防止
します。

A9500はあらゆる分野に適応する多機能
マシンです。

ELD

製織条件に合わせて容易に修正可能な、
スタートマーク防止用の専用ソフトウエア
を装備し、ダイレクト駆動モーターによっ
て迅速な始動・停止と筬の正確な位置決
めを実現しています。複雑な製織条件に
対しても専用ソフトウエアを簡単な手順で
修正することで容易に対応できます。
A9500は製織欠陥を極限まで削減する
戦略的な生産設備です。

品質、回転数、効率の全てに妥協すること
なく、新市場開拓を強力に支援します。
ストレッチノズル
キャッチコードが不要なため、ストレッチ
ノズルの設定が容易で、効率も向上しま
す。
デリケートなスパン糸、強撚糸の全幅製
織用として、筬との干渉の心配が無い「イ
ン・タンネル型」のストレッチノズルを装備
できます。

A9500の標準装備はイテマ社が特許を保
有するELD（Electronic Leno Device：電
子制御レノ装置）です。左右の耳形成を個
別に設定可能で、シンプルな構造と高い
信頼性を特長としています。また、セルフ
クリーニング機構を搭載しメンテナンスフ
リーを実現するとともに追加のボビンも不
要です。
RLD
RLD（Rotary Leno Device：ロータリーレノ
装置）はユニット毎の個別の設定が可能
です。

ISD（Independent Selvedge Device：
独立レノ装置）
マイクロプロセッサー制御のISDはパター
ン設定の自由度が高く、高品質の耳形成
に最適の装置です。
耳形成装置
標準型のカッターの他にヒートカッターや
エアタッカーなど、豊富なバリエーション
から御社の生産に最適の装置を選択でき
ます。分割筬、全幅筬に応じて両端およ
び中間タッキングユニットも装備可能で、
いずれも回転数の制限なく作動します。

直観的なメニューが完璧な品質をサポート
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て迅速な始動・停止と筬の正確な位置決
めを実現しています。複雑な製織条件に
対しても専用ソフトウエアを簡単な手順で
修正することで容易に対応できます。
A9500は製織欠陥を極限まで削減する
戦略的な生産設備です。

品質、回転数、効率の全てに妥協すること
なく、新市場開拓を強力に支援します。
ストレッチノズル
キャッチコードが不要なため、ストレッチ
ノズルの設定が容易で、効率も向上しま
す。
デリケートなスパン糸、強撚糸の全幅製
織用として、筬との干渉の心配が無い「イ
ン・タンネル型」のストレッチノズルを装備
できます。

A9500の標準装備はイテマ社が特許を保
有するELD（Electronic Leno Device：電
子制御レノ装置）です。左右の耳形成を個
別に設定可能で、シンプルな構造と高い
信頼性を特長としています。また、セルフ
クリーニング機構を搭載しメンテナンスフ
リーを実現するとともに追加のボビンも不
要です。
RLD
RLD（Rotary Leno Device：ロータリーレノ
装置）はユニット毎の個別の設定が可能
です。

ISD（Independent Selvedge Device：
独立レノ装置）
マイクロプロセッサー制御のISDはパター
ン設定の自由度が高く、高品質の耳形成
に最適の装置です。
耳形成装置
標準型のカッターの他にヒートカッターや
エアタッカーなど、豊富なバリエーション
から御社の生産に最適の装置を選択でき
ます。分割筬、全幅筬に応じて両端およ
び中間タッキングユニットも装備可能で、
いずれも回転数の制限なく作動します。

直観的なメニューが完璧な品質をサポート

ーン
タッチスクリ
フルカラーの

運転状況を一覧で把握 reading

最先端のテクノロジーを搭載

診断機能を内
蔵

LoomBrowser
（ルーム・ブラウザー）

IPOS

独自のテキスタイル設定
最適な開口形状

さらに削減されたエア消費量

社内での先進的な研究開発と、現場での
徹底したテストから得られたA9500の開
口動作は、長い静止時間と綜絖枠の安定
作動を両立させ、緯入れ可能な範囲を大
きく拡張するとともに、エアの消費量を削
減し、同時に緯糸の安定した搬送を実現
しています。

高効率のノズルと特許のリアルタイムコン
トローラー（RTC）による制御でエア消費
量が大幅に削減されています。リアルタイ
ムコントローラーは1ピック毎に最適の噴
射状態に制御し、コンプレッサーのエアを
抜群の効率で使用します。

• 第1綜絖枠を筬に近付けることで綜絖
枠のストロークを短縮し、高速運転に対
応するとともに綜絖枠とヘルドの長寿
命化を達成。
• 十分な緯入れ時間を確保することで緯
糸の張力と負荷を軽減し、停台頻度を
削減するとともに効率を向上。

その他にも様々な手段でエア消費を削減
しています：

エアの消費量制御
（Air Consumption Management: ACM）
電子制御のエア消費量センサーを装備
し、1万ピック毎または緯入れ長さ10万メ
ートル毎にデータ処理を行ない制御装置
に送信します。
エア消費量や漏れテストで異常が検出さ
れると、設定に従って警告を発信または織
機を自動停止します。

• リレーバルブをリレーノズルの直近に
配置
• 最適設計のマルチホールノズルを理想
的な位置に配置
• 噴射時間制御の専用ソフトウエアを
装備
これら全てが連携してA9500はエア消費
量の大幅削減を実現しています。
また、ストレッチヤーンに最適なBLCノズ
ルも装備可能です。

さらに削減されたエア消費量

エア設定のパラメーター
緯糸到着自動制御機能がエアバルブを連
続的に調整し、エア量と噴射時間を適切
に制御することで、緯糸到着時間を設定
した値に保ちます。
エアレベルセンサーが圧力を検知し、設
定された許容範囲内に収まるように制御
します。圧力が許容範囲を外れると、警告
を発信または織機を自動停止します。

エア消費量管理（
ACM）

簡単な設定でエア
消費量を削減

最適の開口形状

ー
エアレベルセンサ

エア設定のパラメ
ータ

NCP: 新しい電子制御コンセプト
フルカラーのタッチスクリーン

診断機能を内蔵

ルームブラウザー（LoomBrowser）

A9500のユーザーインターフェースは革新
的な制御コンセプトに基づくフルカラーの
タッチスクリーンです。装置や機能を表す
直観的で分かりやすい表示で、目的の画
面を簡単に呼び出せます。

時間はコストであり、停台時間の短縮はコ
スト削減に直結します。そのためA9500は
高機能の診断ソフトウエアを装備し、
タッチスクリーンのボタンを押すだけで、
電子基板を含めた全ての機器、装置類の
機能チェックが行われます。点検用の装
置や工具は全く不要で、電子系統の専門
知識も必要としないため、織機の運転担
当者が容易に使用することができる機能
です。

パソコンにソフトウエア
「ルームブラウザ
ー」
をインストールすれば、生産効率のモ
ニタリング、織機設定値の変更とダウンロ
ード、緯色とドビーの綜絖枠パターンの作
成とダウンロードが可能になります。また、
織機の配置画面から任意の機台をクリッ
クすれば、離れた場所からその織機の全
ての情報を閲覧できます。

また、標準装備のUSBポートを通じて織機
の設定値の保存、転送、ダウンロードの作
業を非常に簡単に行えます。
最先端のテクノロジー
A9500は最先端のマイクロプロセッサー
技術を取り入れ、ユーザーインターフェー
スはWindows CEで制御しています。さら
にイーサーネット接続機能を通じて工場
内ネットワークはもとより、インターネット
への高速接続も可能です。

IPOS（Intelligent Production Optimizing
System：生産性最適化インテリジェントシ
ステム）
IPOSは、織機の回転数と停止レベルを監
視し、生産性を最適化するオプション装
備です。
停止と効率のパラメーターを設定すれば
IPOSが自動的に運転データを収集し、所
定の範囲を外れるとシステムが回転数を
調整して生産性を最適化して、生産量と
織物品質の向上を図ります。

遠隔診断機能
A9500を工場を工場のネットワークに常時
接続すれば、遠隔ソフトウエアサービスが
使用可能になり、インターネット経由でイ
テマのワールドワイドサービスネットワー
クに接続して、診断支援サービスを利用
できます。

新コンセプトのメカニズム
ユニークなコンセプトを簡潔な構造で実
現したA9500は競合機種とは一線を画す
る高性能機です。お客様の声を最大限に
生かし、機能性・性能・信頼性の面で一切
の妥協をすることなく使いやすさを実現し
ています。
強靭で高精度の基本構造
抜群の強度と安定性で高速でも振動を飛
躍的に軽減した運転が可能です。筬とス
レイ機構をメインのクロスフレームに取付
けることで、連続的な強い筬打ち動作でも
完璧なバランスを保ちます。
選択可能な筬打ち機構
A9500の筬打ち機構はギヤボックスに内
蔵され、ダイナミック潤滑システムで給油
されます。小幅の織機では一体型ダブル
カムまたはクランク機構が選択できます。
当社のテキスタイル技術部門が御社に最
適の方式をご提案いたします。

集中給油システム

ダイレクト駆動の Hi ドライブ

クイックスタイルチェンジ

給油が必要な各部分には集中給油装置
からオイルが供給され、駆動ギヤボックス
は加圧したオイルで強制潤滑します。周
到なテストを実施し、その結果を反映した
設計によって潤滑効率が向上し、消費電
力の大幅な節減と消耗部品の長寿命化に
大きく貢献します。

メインドライブは電子制御のブラシレスモ
ーターで駆動し、回転数はタッチスクリー
ンで簡単に設定できます。従来型の機械
部品を最小限度まで減らすことで、従来
機種比で最大20％の電力コスト低減を実
現し、同時に部品の消耗を軽減し、保守コ
ストが削減されます。

A9500は保守や設定の作業を軽減するこ
とで、スタイルチェンジのための停台時間
を大幅に削減しています。ビームのクイッ
ク脱着機構を標準装備し、DRC10カップリ
ングによってレベリング作業が不要になっ
ています。

迅速・容易に脱着できるオイル流量調整
用のオリフィスを標準装備し、生産状況に
応じた最適な潤滑が可能になり、保守コス
トの低減が図れます。

シンプルで高い信頼性を確保した機構で
メンテナンスフリーを達成し、冷却装置も
不要です。

さらに、NCPに準拠した電子システムによ
って油圧と油温を精密に制御し、高い信
頼性を維持します。

カム

クランク

打ち機構
能な筬
可
択
選

ダイレクト駆動の
Hi ドライブ

クイックスタイルチェンジ － PBC

クイックスタイルチ
ェンジ － DRC10

集中給油

A9500 の概要
開口装置

緯入れ

巻取り装置

耳形成

• ストーブリー製ドビー
1671型、または 1681型
（綜絖枠最大枚数8）

• スパン糸：7 Nm ～ 135 Nm

• ETD
ブラシレスモーター駆動、フィードバッ
ク制御の巻取り装置

• 電動、電子制御レノ装置（ELD）、また
はロータリータイプ（RLD）

• ストーブリー製ドビー
1781型（綜絖枠最大枚数10）

• フィラメント糸：20 dTex ～ 1100 dTex
• マルチホールのリレーノズル
• 分割筬用のストレッチノズル

• ストーブリー製電子ロータリードビー
（綜絖枠最大枚数16）
：全機種対応

• BLC：ストレッチヤーン用の特殊クラン
プ装置（特許）*

• 綜絖枠クイック連結：DRC10

• フィラメント用 高効率メインノズル*

ワープビーム

• FAR (Filling Automatic Repair)緯糸自
動修復*

• ブラシレスモーター駆動、フィードバッ
ク電子制御送出し装置 (EWC)

• 全幅筬用ストレッチノズル*

• シングルビーム：
800、1000、1100 mm（フランジ径）
• ツインビーム（広幅織機専用）
：
800、1000、1100 mm（フランジ径）
• 対称、非対称の織幅縮小：最大800 mm

• RTC
エア消費削減の積極制御システム*
スレイドライブ

• 巻取り・送出しの完全同調システム
• 緯糸密度：10 ～ 150 本/cm
• 織物の単位重量最大値：800 g/m2
• 緯糸密度：3 ～ 50 本/cm*
• バッチワインダー最大径：1500 mm*

• 電動布カッター
• 全幅筬、および分割筬用
中間および両端エアタックイン装置*
• 中間および両端の独立電動耳装置
(ISD)*
• 耳溶断用ヒートカッター*
• 中間布カッター*
接続機能
• イーサーネットインターフェース
• シリアル VDI インターフェース*
• パラレルインターフェース*

• カム、またはクランク駆動

• 6列（30 mmピッチ）、8列（16 mmピッ
チ）の経糸検知装置
• ビームのクイック脱着機構：PBC*
• ロータリータイプの経糸検知装置（フィ
ラメント用）*

（*）
：オプション装備

高性能を実現するメカニズム

フレーム
強靭なメイン
る
え
支
を
能
高性

イテマ社のビジョン

QRP思考

QRPの実現

卓越した品質の製品とサービスをお届けす

的確な仕事がイテマ社の使命です！

人間工学の理論に適った製品、高い生産

ることを通じて、お客様の収益向上に貢献
することがイテマ社の目指すビジョンです。

キーワードQRP
綿密な研究開発と周到な設計、効率的な
生産手段を経てお届けする織機と、卓越
した体制でお客様を支援するアフターサ

そしてお客様の成功を支援することがイテ
マ社の目標です！

性を達成する製品、そしてお客様のご満足
が得られる製品をお届けすることにイテマ
社は注力しています。各種の緯入れ方式を

真の革新、真の簡素化、真の最適化を設計
に反映し、総合的な品質向上とユーザーフ
レンドリーな製品を目指してイテマ社は常
に前進しています。

横断的に俯瞰し、それぞれの技術を相互
に活用することで使いやすく多機能な製品
を実現しています。
固定、可動の全ての部品をシンプルに設
計していることはイテマ社の織機の大きな

ービスのキーワードは、QRP：品質（Qual-

特徴です。革新性を追求する研究開発と

ity）
・信頼性（Reliability）
・性能（Perfor-

お客様に対する責任

mance）です。イテマ社の全ての製品とサ

イテマ社はお客様と自社の未来を見据え

ービスはQRPを組み込んでお届けします。

て製品の持続性を重視しています。資材調
達から生産、配送、稼働までの全体を見渡
した戦略に基づいて、全ての事業活動を行

徹底した実証テストによって高性能を達成
し、設備投資の確実な回収を実現します。
「QRP」はトータルの高品質と高信頼性を
象徴するコンセプトです。

なっています
時間は貴重な経営資源です。イテマ社のジ
ャスト・イン・タイム体制はお客様のコスト
削減に貢献し、同時に自社の効率化にもつ
ながっています。

A9500 の概要

糸素材
B 綿
S フィラメント

A9500 B

190 M C

2 T S08

公称機幅 (cm)
190, 210, 230, 260, 280, 340, 360
スレイドライブ
K クランク
M カム
筬
C 分割筬
F 全幅筬
緯色
2, 4, 6
開口装置
T タペット
D ドビー

外形幅 (mm)
公称機幅

外形幅 (A)

1900 mm
2100 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3400 mm
3600 mm

4550 mm
4750 mm
4950 mm
5250 mm
5450 mm
6050 mm
6250 mm

A

ワープビーム
S08
S10
S11
D08
D10
D11

シングルビーム 800
シングルビーム 1000
シングルビーム 1100
ツインビーム 800
ツインビーム 1000
ツインビーム 1100

外形高さ (B)
800 mm ワープビーム
1000 mm ワープビーム
1100 mmワープビーム

1795 mm**
2005 mm**
2055 mm**

** 踏板を除く寸法

B

Because we believe

Because we believe（信じればこそ）
全ての関係者が互いに協力し
それぞれの知恵と努力を結集すれば
いかなる困難も克服できる
私たちはそう信じています

イテマのエアジェット織機
A9500は信頼性、高速性、高品質と多機
能性の全ての面で従来の認識をはるかに
超える新鋭エアジェット織機です。

構成部品の多数がレピア織機と共通で完
全な互換性があるため、エアジェットとレ
ピアの双方をご使用のお客様ではスペア
パーツの在庫削減が図れます。
フルカラーのタッチスクリーンと最新のテ
クノロジーを織り込んだNCPで最適な設
定が容易に実現し、エア消費と糸のロスを
削減しつつ高品質を維持した生産が達成
できます。
また、遠隔アクセス機能を介した制御と診
断のサービスもご利用いただけます。
A9500は、全ての面で最新鋭の、ユーザー
フレンドリーなマシンです。

イテマのネットワーク
イテマ社はイタリア、スイス、中国の生産
拠点で最先端の製織システムを開発・生
産しています。また、世界各地にサービス
拠点を有し、地域密着でお客様をサポー
トします。

Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
Itema (Switzerland) Ltd.

イテマ社ではスイスに集約的な部品供給
センターを有し、旧型も含めて全ての機種
の部品を管理しています。世界のサービ
ス拠点と24時間稼動のオンラインシステ
ムEDOSnetを通じて直結し、お客様から
のご発注を迅速に処理する体制を整えて
います。

Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon ZH, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Fax
+41 (0)43 488 21 01
Itema Weaving Machinery
(China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai 201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618
Fax
+86 (0)21 67742608

イテマウィービングジャパン株式会社
〒567-0051
大阪府茨木市宿久庄4-15-20
電話
： 072-643-2021
ＦＡＸ ： 072-643-2489
E-mail ： sales@txjapan.com

www.itemagroup.com

メモ：

www.itemagroup.com
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