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R9500 レピア織機

R9500 は 2012 年の発売以来、多くのお客様にご採用いただき、
圧倒的なベストセラーの位置を確立しています。そして織機
の歴史の中でも傑出した高評価をいただいています。

最速・最先端のレピア織機 R9500 はイテマが誇るフラグ
シップ機であり、多機能・高性能・汎用性を兼ね備えた
R9500 はイテマのベストセラー機でもあります。各地の実
稼動で高く評価していただき、予想を大幅に超える数多く
のリピートオーダーを頂戴しています。

R9500 は簡単な操作と容易な保守作業で、卓越した織物を
生産する設備です。

R9500 の比類ない多機能性は、お客様の新分野開拓を容易
にし、新市場への迅速な進出を可能にします。

シンプルさと分かりやすさを目指して制御系統全体を見直
した新コンセプト NCP（New Common Platform：新・共通
プラットフォーム）で、製織パラメーター設定作業の効率
が大幅に向上します。

駆動系統と緯入れ機構も徹底して見直し、強靭な構造に
よって低振動の高速運転を実現しています。

機械系・電子系の多くの部品を新型エアジェット織機
A9500 と共通化することで、品質の安定化と稼動コストの
削減を図っています。

最先端システムのリモートアクセスとコントロール機能を
装備し、シンプルな操作で高度な統合制御を可能にしてい
ます。

全ての面で従来機を凌駕する R9500 を御社の戦略的設備に
ご採用ください

製織は決して簡単な工程ではあり
ません。しかしイテマのレピア織
機 R9500 なら安心してその工程を
託していただけます。品質・信頼性・
性能の全てにおいて高いレベルを
達成している証として QRP マーク
を表示しています。

QRP のマークはイテマが自信を
持ってお届けできる織機であること
を示しています。

イテマは確固たる信念のもとに研
究開発を推進し、お客様のご要望
を先取りする革新的な技術を織機
に組み込んでいます。

常に一歩先を進むイテマの織機は 
お客様の高度なご期待を上回る結
果を出せる生産設備です。

QRP のマークにご注目ください。
QRP は研究開発・設計・製造から
アフターサービスまで、全てに対
する当社の自信を示しています。





強靭で高精度のマシンフレーム

高性能の筬打ち機構簡単なスタイルチェンジ

効率的な集中給油



高精度と強靭さの新基準を樹立

強固で高精度のマシンフレーム

R9500 のマシンフレームは重負荷
に耐える強靭な構造で、高速運転で
も振動を低レベルに抑えます。

パワフルな駆動装置をフレームの主
桁に取付け、重負荷パターンの連続
製織でも可動部品の質量バランスを
適切にコントロールし、生産コスト
と保守コストを最小限に抑えます。

スレイとバックレスト機構は開発の
重要テーマでした。新設計のスレイ
は高速化と多機能化を一段と向上さ
せ、新型バックレスト機構は経糸の
ピークテンションをより一層低減し、
さらにクリアな開口を実現します。 
またファンシービームやネームジャ
カードも容易に装備できる構造を採
用しています。

R9500 は使い易さにも重点を置いた
織機です。機台の高さを抑え、カバー
類を極力なくすことで各部の点検や
保守作業が容易になっています。

市場で最もコンパクトな織機

R9500 は設置面積が最小になるよ
う設計されているため、製織工場
内のスペースを最大限に有効活用
することが可能です。

コンパクトな外形、低騒音・低振動、

電力消費と性能のベストバランス
も R9500 の市場での高い評価を支
える特徴の一部に過ぎません。

進歩した筬打ち機構

筬打ち機構はメインフレームと一体
化した構造で、スレイカムを布の下
に配置することで強力な筬打ちを実
現し、超高密度の製織に新たな可能
性を開きます。

効率的な集中給油方式

集中給油システムがメインのタン
クから二重のフィルターを介して
オイルを吸引し、所要部分に的確
に給油します。様々な試行と徹底
したテストを経て完成した駆動機
構は機械的ロスが小さく、油温は
従来機より低減され、駆動系機械
部品の寿命が大幅に伸びています。

全機種に標準装備の流量制御オリ
フィスは取付け取外しが簡単で、
最適な潤滑状態を容易に達成でき
るため、保守コストの削減に貢献
します。

また織機の新しい共通制御コンセ
プトを実現した NCP システム（New 
Common Platform）が給油系統の圧
力と温度を常に監視し、最適な制
御を行います。

ダイレクト駆動のモーター

メインドライブには電子制御のブラ
シレスモーターを採用し、織機の回
転数をタッチスクリーンから容易に
きめ細かく設定できます。伝動機構
では従来の歯車などの機械部品を最
小限に留め、部品の摩耗と保守コス
トを大幅に削減しています。簡潔な
機構で高い信頼性を有し、メインテ
ナンスフリーで冷却機構も不要です。

シェッドのクロスポイント変更は専
用のソフトウエアが制御し、タッチ
スクリーンに必要な値を入力するだ
けの簡単な操作で、特別な器具など
を必要としません。

容易なスタイルチェンジ作業

生産性に影響するスタイルチェン
ジの効率化も R9500 の大きな特徴
です。時間のかかる交換や設定の
作業を徹底して排除しています。
ワープビームのワンタッチ脱着機
構は標準装備で、綜絖枠の連結機
構に DRC10 を採用しているためレ
べリング操作は不要です。

またテンプルが両側とも容易に移動
可能な取付け方法を採用しているこ
とも、スタイルチェンジの迅速化を
劇的に向上する要因です。



最適の開口形状

ターボプロップ：卓越したレピア駆動システム

革新的な SK 2.0 緯入れ方式

新型FPA 2.0 緯入れ方式



比類ない緯入れシステム

最適の開口形状

R9500 の開口は、高速運転に追従
しつつレピアに対する適切な寸法
を確保できる最適な形状が得られ
るよう設計されています。

• 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 

• 筬打ちストロークを増大して、
大きな筬打ち力と重負荷製織へ
の対応力を強化

完璧な織物品質を実現するため、
全ての構成要素を徹底して分析し
設計に反映しています。

ターボプロップ： 
革新的なレピア駆動システム

R9500 は基本から再設計したプロ
ペラドライブシステム「ターボプ
ロップ」を装備しています。小型
で可動部品を減らし、高信頼性と
保守の軽減を実現しています。

この新機構は次のような特徴を有
しています：

• 機構をサイドフレーム内に設置
し、高い安定性と精度を確保

• キャリッジとスイングスライド
には航空機規格の合金を使用し、
高速運転でも長寿命を実現 

• 全ての摺動部分に直接、動的に
給油

新型ターボプロップ機構は稼働継
続による機構ズレを発生せず、頻
繁な設定や調整の作業は不要です。

信頼性が高く低コストで安定した
作動のターボプロップは R9500 の
真髄です。

画期的な SK 2.0 緯入れ方式

新型ＳＫ 2.0 は高速・高機能の緯入
れ方式です。

広範な種類の緯糸に的確に対応す
るＳＫ 2.0 システムは現有の織機
の中で最先端の緯入れ機構です。
超軽量でセラミックコーティング
を施した一体型設計のＳＫ 2.0 シ
ステムは連続した高速運転を可能
にし、摩耗も大幅に軽減されてい
ます。

その他の特徴は、

• インサート側レピアを筬の直近
まで接近させ、高効率と高品質
を両立

• レシービング側レピアに永久磁
石を内蔵した特許のオープニン
グシステムを採用し、確実な緯
糸把持と開放を実現

新型 FPA 2.0 緯入れ方式

FPA 方式も新しくなり、新開発の
FPA 2.0（Free Positive Approach）
は積極レピアの多機能性と高性能・
高効率を両立させる画期的な緯入
れシステムで、ハイレベルなデザ
インを余すところ無く織物に再現
します。

FPA 2.0 緯 入 れ シ ス テ ム は 電 動 緯
糸カッターと連動してファンシー
ヤーン、マルチフィラメント、メ
タリック、モノフィラメントなど
の広範な種類の糸に的確に対応し
ます。また開口内にガイド部材の
無いレースボード方式によってデ
リケートな経糸に対しても負荷を
かけることなく高品質の織り上り
が得られます。さらにテクニカル
ファブリックや極細番手、高張力、
マルチピックインサーションにも
完璧な威力を発揮します。



選択可能な緯糸カッター（写真は電動カッター）

新型 緯糸セレクター選択可能な緯糸カッター（写真はロトカット）



比類ない緯入れシステム

緯糸カッターの選択肢

R9500 ではあらゆる製織に対応で
きるよう 2 種類の緯糸カッターを
取り揃えています。

ロトカット

新設計のロトカットはロータリー
ブレードで緯糸を最適のタイミン
グで切断します。緯糸をクランプ
した後、全ての緯糸を同時に切断
することで最高レベルの品質と効
率を実現します。

電動緯糸カッター

モーターは電子制御で駆動され、
厳しい条件の製織にも的確に対応
します。オプション装備の電動緯
糸カッターは複雑なスタイル、異
番手緯入れ等で圧倒的な威力を発
揮します。

また、マイクロプロセッサーの最
適制御によって緯色ごとのきめ細
かな個別設定が可能でハイレベル
の多機能性と高効率を達成します。
高い精度と秀逸な設計が高性能と
ロスの最小化の両立を可能にして
います。

新型 緯糸セレクター

多能性と信頼性を徹底的に追求し
た緯糸セレクターは 4、8、12 色の
３タイプを取り揃えています。

新型緯糸セレクターはメンテナン
スフリーの装置で、調整作業を必
要としません。マイクロプロセッ
サーがフィンガーのストロークを
精密に制御し、緯糸の負荷を最小
限に抑制するとともに、隣接する
緯糸相互の干渉も防止します。ま
た、装置の卓越した小型化によっ
て緯糸を理想的な位置にポジショ
ニングし、正確な緯糸切断を実現
します。

装置の小型化は緯糸切れの補修や
スタイルチェンジの工数低減につ
ながり、結果としてダウンタイム
が削減されます。　



トップレベルの織物品質： 直感的なメニュー構成

先進的な送出しと巻取り装置

革新的なレノ耳装置 － IDS



高品質と高機能： 勝利のキーワード

R9500 はあらゆる分野に適応する
高性能機です。

品質・速度・効率のいずれにも妥協
することなく、新市場への進出を強
力にサポートします。

送出し装置と巻取り装置

全ての機種が電子制御の送出しと
巻取り装置を装備しています。

駆動ギヤはオイルバス方式で潤滑
し、緯糸密度はオンボードのマイ
クロプロセッサーで制御します。

複数本のワープビームを装備する
場合も、すべてが電子制御タイプ
です。

IDS： 電子制御レノ耳装置

R9500 はレノ耳装置を標準装備し
ています。

IDS では、オンボードのユーザーイ
ンターフェースで綜絖枠のクロスポ
イントと基本開口パターンを、独立
して設定することが可能です。

ブラシレスモーターの採用で、定
期的な清掃作業を除いては一切の
保守・調整作業が不要です。

卓越した織物品質

スタートマーク防止専用のソフト
ウエアを装備しています。ダイレ
クト駆動モーターの採用で織機の
始動と停止が迅速で、筬が正確に
位置決めされます。複雑な構造の
織物でもソフトウエアの簡単な修
正で容易に対応が可能です。

先進的な開口形状が最高の運転速
度と卓越した織物品質を達成しま
す。送出しと巻取り動作の常時監
視機能と連携して最適の開口形状
を作り出すことで、スタートマー
クを完璧に防止します。

R9500 は織物品質の低下を徹底し
て排除した戦略的な生産設備です。



エアタックイン装置（オプション装備）

 ユニークな緯糸制御 MAESTRO（マエストロ）

電子制御の緯糸テンショナー

効果的な LoomCooler（ルーム・クーラー）



多機能、高効率、最適制御

多彩な耳関連装置

豊富な種類から個々の生産に最適
の装置を選択できます。標準型カッ
ターの他にヒートカッター、タッ
クイン耳装置は機械式タッカーと
エアタッカーを取り揃えています。

新設計のエアタッカーは最高の布
品質を達成すると同時に、極めて
小さな幅のタックイン耳の形成が
可能で緯糸ロスの削減に大きく貢
献します。

電子制御 緯糸テンショナー

特別に強度が低い難織性の緯糸製
織で威力を発揮する、電子制御の
緯糸テンショナーをオプションで
装備できます。ただし、R9500 の
緯入れは極めてスムーズに制御さ
れるため一般の緯糸では標準装備
で十分に対応可能です。

電子制御の緯糸テンショナーでは、
ユーザーインターフェースを介し
て個々の緯糸ごとに異なるブレー
キ状態をプログラムできます。

オイル冷却装置：LoomCooler

R9500 にはオプションでオイルの
冷却装置（LoomCooler：ルーム・クー
ラー）を装備可能です。

LoomCooler は織機で発生する熱を
除去することが基本的な目的です
が、廃熱を回収して再利用するこ
とで工場全体の稼動コストを低減
し、環境への配慮も達成できる装
置です。

ユニークな緯糸制御：MAESTRO

R9500 の MAESTRO（マエストロ）
はイテマ社独自の革新的なコンセ
プトの緯糸制御システムです。

• NCP プロセッサーによる緯糸の
個別・完全デジタル制御

• それぞれの位置での個別感度調
整が可能

また、緯糸セレクターとレピアに
起因する緯糸欠陥を完璧に防止し
ます。誤った緯糸が入る前、また
は連れ込みが発生する前に織機が
停止するのはその一例です。

NCP が監視し最適な状態に制御す
る MAESTRO は、現在の技術で得
られる最高のフレキシビリティー
と精度を併せ持つシステムです。



フルカラーのタッチスクリーン

診断機能を内蔵

最先端のテクノロジー

各機台に直結のLoomBrowser (ルーム・ブラウザー)



全ての情報を手元に

フルカラーのタッチスクリーン

R9500 は最新鋭の電子制御システム
を搭載し、ユーザーインターフェー
スにはフルカラーのタッチスクリー
ンを採用しています。画面は直感的・
視覚的に意味が把握できる表示を多
用し、対話型の画面構成によって必
要な機能を簡単に呼び出すことがで
きます。

最先端のテクノロジー

ユーザーインターフェースは基本ソ
フトウエアに Windows CE を採用し
た最先端のマイクロプロセッサー基
板で制御し、イーサーネットで工場
内のネットワークやインターネット
への接続も可能です。

さらに、スクリーン側面のポート
に市販の USB メモリーを差込めば
織機の設定値を容易に保存・転送
できます。

診断機能を内蔵

ロスタイムの短縮は収益向上に直結
します。そのロスタイム削減のため
R9500 は画期的な診断ソフトウエア
を内蔵しています。タッチスクリー
ンに触れるだけで各装置や機能、回
路基板のテスト機能が作動し、特別
な機器を使用せず、また電子関連の
専門知識も必要とせず、問題を特定
することが可能です。

革新的な制御機能 iPOS

i P O S （ I n t e l l i g e n t  P r o d u c t i o n 
Optimizing System：生産最適化シ
ステム）は織機の回転数と停台レ
ベルを監視して、生産性を最適化
する機能です（オプション装備）。

目標の停台レベルと効率を設定す
れば iPOS が設定した時間内で織機
のデータを監視し、設定値から外
れると回転数を自動的に調整して
生産効率を最適化します。このシ
ステムによって生産量の増加と織
物品質の向上を達成できます。

LoomBrowser（ルーム・ブラウザー）：
織機に直結した監視・制御

PC に LoomBrowser を イ ン ス ト ー
ルすれば織機効率の監視、設定値
の変更とダウンロード、緯糸パター
ン・ドビーパターンの作成とダウ
ンロードが可能になります。PC の
画面の織機レイアウトから特定の
機台を選択すれば離れた場所から、
まるで織機の前に居るような感覚
で全ての情報にアクセスできます。

ILMS：遠隔アクセスシステム

ILMS（Itema Loom Management 
System：イテマ織機管理システム）
は PC や、タブレット、スマートフォ
ンなどの携帯端末から織機のデー
タにアクセスできるイテマの最新
鋭システムです。

SIM カ ー ド を 介 し て ウ エ ブ サ ー
バーと通信することで、織機の状
態や各種のデータ、設定値をリア
ルタイムに監視して生産上の判断
を迅速に行なえます。また織機の
稼動状態を示す集計データを閲覧、
またはエクセルファイルにダウン
ロードすることも可能です。ILMS
は織機の重要な稼動状態を常に監
視し、適切な判断と対策を可能に
する強力なツールです。



公称機幅 (cm)

● SK 型レピア
	 170,	190,	210,	220,	230,	260,	280,	
300,	320,	340,	360,	380,	400,	430,	
460,	540

● FPA 型レピア	
	 170,	190,	210,	220,	230,	260,	280,	
300,	320,	340,	360

開口装置

● ストーブリー社製ドビー 3020、
3060 型（綜絖枠最大枚数 20）

● ストーブリー社製タペット装置 
1681 型（綜絖枠最大枚数 8）

● 電子ジャカード

緯入れシステム

● SK 方式： モノレール型フック装
備のガイド付きレピア

● FPA 方式： フェルト被覆レース
ボード付フリーフライ型

ワープビーム

● シングル または ツインビーム

● 巻径： 800、1000、1100 ｍｍ

● 上部ビーム巻径： 800、1000 ｍｍ

緯入れ装置

● 電子制御 緯入れセレクター：  
4 色、 8 色、 12 色

● 緯糸カッター： 
ロトカット （標準装備）

● 緯糸カッター： 
プログラマブル電動カッター 
 （オプション）

緯糸密度

● 標準： 5 ～ 400 本 /cm

● オプション： 1 ～ 20 本 /cm

● ドビーパターンで緯糸密度をプ
ログラム可能

耳形成装置

● 電動補助耳装置とレノ耳装置

● 左右または中間のエアタッカー
装置 （オプション）

● 左右または中間の機械式タック
イン装置 （オプション）

● ヒートカッター （オプション）

経糸検知装置

● 6 列 または８列分割型、電気ま
たは電子制御方式

経糸送出し装置

● 電子制御の送出し装置



R9500 の主な仕様

テークアップ装置

● 電子制御のテークアップ装置

● 最大径 550 mm のクロスローラー

● 外 付 け の バ ッ チ ワ イ ン ダ ー 
（オプション）

データ通信

● イーサーネットインターフェース 
（LoomBrowser、ILMSのオプション）

● シリアル VDI インターフェース 
（双方向データ通信： オプション）

● パラレルインターフェース 
（単一方向データ通信： オプション）

その他のオプション装備

● 筬の LED ランプ

● 検反用照明

● 強化型吸引装置

● 電源コンセント（220V、16A）



B

A

公称機幅 外形幅（A)

1700 mm 4300 mm
1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2200 mm 4800 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm (*) 6400 mm
4000 mm (*) 6600 mm
4300 mm (*) 6900 mm
4600 mm (*) 7200 mm
5400 mm (*) 8000 mm

(*)  公称機幅3800, 4000, 4300, 4600, 5400 mmは 
 SK 2.0 緯入れシステムの場合です。

奥行 (B)

with 800 mmワープビームの場合 1920 mm (**)
with 1000 mm ワープビームの場合 2062 mm (**)
with 1100 mm ワープビームの場合 2165 mm (**)

(**) 踏板を除く寸法

寸法図



D 4190 S08R9500

公称機幅 (cm)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

開口装置

D ドビー 
C タペット 
J ジャカード

緯色

4, 8, 12

ワープビーム
S08 シングルビーム 800 mm 
S10 シングルビーム 1000 mm 
S11 シングルビーム 1100 mm 
D08 ツインビーム 800 mm 
D10 ツインビーム 1000 mm 
D11 ツインビーム 1100 mm 
S8S 上部ビーム 800 mm (*) 
S1S 上部ビーム 1000 mm (*)

(*)  上記のシングルまたはツインビームと組合せて使用できます。



装備例のイラスト



広範な織物に対応し
多機能性を支えるクラス最高のテクノロジー

QRPマークは 
高い品質・信頼性・性能のシンボルです

RAPIER





イテマグループについて

イテマグループはトップクラスの織
機と部品、および総合的な技術サー
ビスで最先端の製織ソリューション
を世界中にお届けしています。

イテマは緯入れの主要 3 方式（レピ
ア、エアジェット、プロジェクタイル） 
の全ての織機を製造する世界唯一の
メーカーです。あらゆる要件に対し
て最適なご提案ができるよう、豊富
なバリエーションを取り揃えていま
す。そして今後も不断の研究開発を
通じて常に最先端製織ソリューショ
ンをお届けしてまいります。

イテマグループの全容は下記のウエ
ブサイトでご覧いただけます：
www.itemagroup.com

イテマグループ本部：
Itema S.p.A.

Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy

詳細は下記までお問合せください：

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
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イタリア・スイス・中国・香港・インド・日本・米国・ドバイ
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com
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