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「Red Dot News」は年4回のペースで当社全般、技術開発、お客様の事例など様々な話題をご提供い
たします。ご意見をsayittoitema@itemagroup.com （イタリア本社）または sales@txjapan.com 

（イテマウィービングジャパン営業部）でお待ち申し上げております。

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=
mailto:sales%40txjapan.com?subject=


Itema · Red Dot News 2017年 夏季号 2/11

CEOからのご挨拶

 

イテマグループはコンポジット製品のリーディングメーカーであるLamiflex 社
の株式の61％と、ハイレベルな捺染技術を持つNoeCha社の少数株を取得しま
した。

これらの株式取得はイテマ社と株主（Radiciファミリー60％、Arizzi および 
Torriファミリー40％）の経営戦略の一環で、革新的な技術を持つ企業と協同す
ることで高成長の分野に業容を拡大すると同時に、それぞれのコアビジネスの
発展にも貢献し、長期に渡って持続的に収益性を確保することが目的です。 

イテマグループはこの5年間で連続して年率2桁の成長を遂げ、売上は倍増いた
しました。次のステップとして、技術の先進性をさらに高め、積極的な企業買
収により業容拡大の歩調を加速することを目標にしています。

Lamiflex 社とNoeCha社は、共に未来志向で革新的な経営理念で運営されている企業で、最高性能の
先進的な織機を送り出している当社が進む方向と完全に一致しています。当社の強みは先進的でハイ
レベルな製品を開発し市場に供給していることです。その柔軟な生産体制と世界各地の生産拠点、販
売ネットワークはLamiflex 社とNoeCha社の世界中のお客様にも大きなメリットをもたらすことを確
信しています。これらの第一ラウンドの資本参加は当社の業容拡大戦略の重要なステップであり、近
々に大幅な相乗効果を発揮し付加価値を増大させることで当社のお客様に貢献して参ります。

ベルガモ州のポンテノッサに本社を置くLamiflex 社は炭素繊維やグラスファイバー、ケブラーなどの
複合素材（コンポジット製品）の専門メーカーで、織機、医療機器、航空宇宙などの幅広い産業に様
々な革新的なソリューションを提供しています。

NoeCha社もベルガモ州に本拠地を置き、画期的なUV-LEDフラットベッド型デジタル捺染印刷機
「NoeCha ONE」をはじめとする最高レベルの捺染装置を販売しています。この装置は写真レベルの

高精細の画像印刷が可能で、分解能600ｘ600 dpiで最大3.2ｘ2 ｍまでの面積に高速で捺染すること
が可能な高性能機です。

イテマグループはItema、Lamiflex、NoeCha およびRadiciグループ各社のサプライチェーン間の協
業を推進することで、繊維機械業界のみならずコンポジット製品などの先進的なテクノロジー分野へ
の進出を加速して参ります。これらの資本参加によって事業プロセスの最適化と製品品質の向上、そ
して簡潔で持続可能なサプライチェーンを実現し、環境負荷の軽減につながる協業を目指して邁進い
たします。 

イテマグループＣＥＯ　カルロ·ロゴーラ

Lamiflex の詳細はこちら NoeCha の詳細はこちら

http://lamiflex.it/?lang=en
http://noecha.com/
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テクノロジー

イテマの R9500: 
卓越した性能と比類ない多機能性を併せ持つ、織機の歴史の中で最も優
れた消極レピア織機です。
Somet社がレピア方式のシャットルレス自動織機を世に送り出したのは今から50年前のことです。そ
れ以来、レピア緯入れシステムは多彩なパターンや広範な種類の緯糸に幅広く対応できる多機能性で
他の緯入れ方式を圧倒する存在であり続けています。

製織技術は常に進化し、性能·生産速度は長足の進歩を続けています。特に消極レピア方式は抜群の
製織効率と生産性を実現する製織システムとしてゆるぎない定評を得ています。

イテマのR9500は多機能性と高生産性を完璧に融合させ、近年で最も大きな成功を収めているレピア
織機です。

5年前の2012年10月、当社はR9500をクラス最高の性能を有する新型機として発売し、様々なお客
様でのテスト運転がいずれも成功し、数々のリピートオーダーにつながっています。　

織機の代表的なメーカーであったSomet、Sulzer、Vamatexから引き継いだ数々の技術資産と継続
的で大幅な研究開発投資がR9500のサクセスストーリーをもたらしました。イテマのR9500は積極
および消極レピアの長所を併せ持ち、効率と多機能性を最高のバランスで両立させてお客様に大きな
メリットを提供する製織システムです。

また簡潔な機構で部品点数を削減し、高速生産と保守作業の軽減を実現していることも消極レピア方
式の本質的な長所です。このようなハイレベルの製織システムであるR9500は　「現有の最も優れた
消極レピア織機」を標榜しています。

RAPIER
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イテマのレピア織機は、極太番手の難織性緯糸も的確に把持できるようレピアの開度を大きく設定す
るなど、厳しい製織要件を完璧に充足するようカスタマイズされています。

R9500は目的に合わせて2種類のレピアを選択可能です：

• ＳＫ緯入れシステムは、レピアガイドアガイドを装備し高速運転と高品質の織上りに重点を置いた
タイプで、デニム地や綿のアパレル素材に最適な方式です。

• FPA（Free Positive Approach）緯入れシステムは、積極レピアの多機能性と高性能·高効率
を融合させたタイプで、シェニール、ルーレックス、ブークレなどの繊細で特殊な糸を使用する複
雑な織物でのデザインの可能性を最大限に生かすことのできる方式です。レースボードでレピアを
支持し、開口内にガイド部品の無いFPA緯入れシステムは、最高レベルにデリケートな経糸にも負
荷をかけずに製織することが可能です。家具素材や内装材、シルク織物、そしてテクニカルファブ
リックなど高度に複雑な織物を、性能で妥協することなく傑出した多機能性を発揮する消極レピア
方式です。.

R9500は家具素材やテクニカルファブリックの分野で織機市場をリードする存在ですが、電動緯糸カ
ッターや緯糸セレクター、独立レノ耳装置ISDなどの様々な機器類もその存在を裏付ける重要な要素で
す。

電動緯糸カッターはイテマ社が独自に開発し、2001年に市場投入した装置です。独立したモーター
で駆動されるため、異種の緯糸を使用する場合に各緯糸の特性に応じた最適な切断タイミングの設定
が可能なカッターです。全緯糸に対して単一の切断タイミングしか設定できない場合に比べて最適な
タイミングを決定する工数が削減されるとともに、緯糸停止の頻度が大幅に低減されます。また緯糸
のロスを最小限に抑え、緯入れ動作が完璧に実行されるのも大きな特徴です。

緯入れはレピアと関連装置の完璧な連携が必要とされる、製織の最も重要な機能です。その装置のひ
とつが、イテマの極めてコンパクトな緯糸セレクターで、緯糸·経糸を取り扱うための適切なスペー
スが確保されています。

そして、独立レノ耳装置ISDも補助耳を的確に形成して適切な張力を維持することで織物品質を高め
る重要な装置です。

積極·消極の双方のレピア方式の長所を併せ持つ理想的な製織システムであるイテマのレピア織機で
御社の生産力は大幅に向上します。

http://www.howdoyoudenim.com/
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イベント

展示会の開催が前2年間より少ない2017年ですが、当社は世界各地の
展示会に積極的に出展しています。

コロンビアのColombiatex、バングラデッシュのDTG、エジプトの
Egystitch、エチオピアのACITF、トルコのEGE-TMFとKTM、インド
ネシアのIndoInterTex、パキスタンのIGATEX、ドイツのTechtextil、
米国のTechtextil North Americaの各展示会で、各国のお客様をお迎
えして当社のハイレベルな技術、製品、サービス体制をご覧いただきま
した。また、当社は「ITEMA INNOVATION ROADSHOW」と称し
て、イテマの最新鋭織機を導入されているお客様の工場を見学するイベ
ントをシリーズとして開催しています。

既にトルコと中国では見学イベントにお客様と特別ゲストをお招きして、最新世代の織機が実稼働し
ている工場をご覧いただきました。

ブルサ市（トルコ）
日程： 2017年3月8～9日 · 見学工場： R.E ÖZ-ELİ社 様 · 製織システム： R9500、A9500 
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デニズリー区（トルコ）
日程： 2017年3月22日 · 製織システム： R9500terry、A9500 

平頂山市（中国）
日程： 2017年3月22～25日 · 製織システム： R9500denim、Ｒ9500p
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イテマグループの積極投資

現在のイテマは当社の歴史の中で最も無駄が少なく合理的な体制になって
います。これはCEOのカルロ·ロゴーラが就任した5年前に設定し強力に
推進してきた、生産と社内物流体制を根本から見直すことを主としたビジ
ョンの成果です。 
このビジョンの下に、「リーン生産方式」の専任チームを編成して社内の生産と物流に関する全ての
業務を徹底して再考し、非効率を極限まで排除することでお客様に直接のメリットが及ぶよう改善を
進めてきました。

最終的な目標はお客様のニーズに的確にお応えする能力を高めることで、 激しく移り変わる市場のト
レンドを機敏に捉えて迅速に対応するためリードタイムを短縮し、しかもサービスのレベルや製品品
質を更に向上させ、コスト低減も図ることが必要でした。

この目標に至る道程は容易なものではありませんでしたが、今やイテマの世界3か所の生産拠点、イタ
リアのコルサーテ、スイスのツッフヴィル、中国の上海は何れもリーン生産方式の原則に完全準拠し
た世界トップレベルの旗艦工場になっています。

リーン生産方式導入プロジェクトで最初に着手したのは、イテマグループの主力工場であるコルサー
テの、機械加工に始まり予備組立および最終組立ラインから品質管理に至る一連の工程全体でした。
そして実績を確認した後に上海工場の組立ラインにもリーン生産方式を導入し、グループレベルでの
統合化·標準化を推進しました。また、伝説的とも言えるユニークなプロジェクタイル織機にはその
緯入れ技術を高く評価いただいているお客様が世界中におられ、スイスのツッフヴィルに立地する旧
スルザーの工場で生産していますが、この拠点についても設備の近代化を実施しています。
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全ての生産拠点で最初に着手したのは労働集約的な工程でした。自工程での能力を基準にした「押込
み生産」を、次工程の必要量に応じて自工程の生産を行なう「後工程引取り生産」の方式に徐々に切
替え、製造部門内のそれぞれの単一工程が真の付加価値を創り出し、ラインの単位時間当たりの生産
量であるスループットを大幅に向上させることを目標としました。

この目標を達成するには社内外の物流を徹底して再考する必要があり、生産部門のみならず物流や購
買の部門も巻き込んだ改善活動として取り組みました。

改善はまず予備組立の工程から着手し、最終組立工程に広げてゆきました。特に重点を置いたのは下
記の点です：

· 生産工程全体のストリーム価値マッピング

· 「５Ｓ」活動（日本語の整理·整頓·清掃·清潔·躾の頭文字）

· 予備組立工程の小グループの配置換え

· カンバン方式の導入（必要なものを必要な時に必要な量だけ生産するJIT：ジャスト·イン·タイム
を実現する在庫の管理手段）

· 予備組立工程に「1個流し生産」の概念を適用

· 「キット化」を見直し、作業現場への資材供給の流れを再構築.

当社のリーン生産プロジェクトはリードタイム短縮、廃棄物の削減、生産性向上の全てに関して非常
に高い目標を設定して推進されました。またこのプロジェクトと並行して、当社向けにカスタマイズ
されたCNC工作機械群を導入し、機動性·生産性·加工能力を大幅に向上させました。

これらの総合的な施策により、現有の各生産拠点の能力は2倍以上に高まり、益々高度化するイテマ社
の織機生産に的確に対応し、短納期が実現されています。

しかし当社は現状に満足することなく、今後もお客様に持続的な利益をご提供できるよう引き続きリ
ーン生産方式の概念を社業全般に適用して参ります。
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ウィービング エクセレンス ダイアリー

ドゥ·デコール社の取締役 アジェイ·アローラ氏に、
同社の成功にイテマの製織システムがどのように貢献
しているかを伺いました。

企業間の活動は単なる商取引ではなく、双方にメリットをもたらすWin-
Winの関係が重要です。イテマの重要なお客様であるドゥ·デコール社とイ
テマはまさにWin-Win関係の好例です。同社はハイレベルな家具素材で世
界的に有名なメーカーで、創業当時からイテマのレピア織機をご使用いた
だいています。
ドゥ·デコール社の取締役アジェイ·アローラ氏によれば、同社の成功のキーポイントは最高の製品
のみを納品することです。そしてその企業姿勢の実現を同社とイテマの緊密な連携が支えています。
この連携はドゥ·デコール社がインドのマハラーシュトラ州タラプール市に創立され、イテマのレピ
ア織機Super Excelで家具用素材の生産が開始された1999年に遡ります。同社はそれ以来急速な発展
を遂げ、　現在ではソフトな家具素材では世界最大のメーカーとしての地位を固め、毎年イテマの織
機を追加導入されています。2013年に同社はイテマの最新鋭織機R9500をインドで最初に導入され
ました。初期導入で高い織物品質と生産効率が実証され、その後のリピートオーダーにつながりまし
た。

同社は5か所に最新鋭の製織工場を擁し、400台を超える台数のイテマ製レピア織機が日産120,000
平方メートルの生地を生産しています。各工場ではガイドフック付きのSK緯入れシステムと開口内に
ガイドの無いFPA緯入れシステムを装備した最新鋭のR9500が稼働し、様々な家具やカーテン用の高
品質織物が生み出されています。R9500の高性能と多機能性で、製織する織物のパターンや糸の種類
の制限が無く、太番手糸やルレックス、シェニール、亜麻糸などのデリケートな糸まで多彩な素材で
製織されています。

同社のリーダー、アジェイ·アローラ氏のインタビュービデオをご覧ください。

詳細はこちら 
http://www.indiantextilemagazine.in/corporate-news/d-decors-stellar-role-in-home-
furnishing-industry/

https://youtu.be/82gvEwytjSc?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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ウィービング エクセレンス 

優れた成果をもたらすのは情熱です。現状の成功に甘んじることなくさ
らに高度な目標に向かって邁進することがキーポイントです。イテマの
織機をご使用いただき、複雑で高度な織物を生産しておられるイタリア
の10社を下記のサイトで紹介しています。
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence/


Itema · Red Dot News 2017年 夏季号 11/11

参考情報

迅速·確実な部品供給と改造対応 
イテマウィービングジャパンではご注文の多い部品や一部の長納期部品を中心に3,000点以上の部品
を常に在庫し、在庫部品については原則として即日発送をしています（ご注文件数の割合で約70％が
即日発送されています）。またイタリア、スイス在庫の部品についても専用システムで迅速に見積や
発送を行なっています。

イテマ製の織機は適切な改造を行うことで、既存の織機を最新の市場動向に合わせた機能にアップグ
レードできることが大きな特徴です。初期のプロジェクタイル織機TW11から最新鋭のレピア織機
R9500まで、旧型を含めた幅広い機種に様々な機能を追加·変更することが可能です。

部品についても改造に関しても、お客様のご要望を確実に把握して最適のご提案ができる体制を整え
ています。

部品のご注文、改造のご相談は下記までご連絡ください；

イテマウィービングジャパン株式会社　部品課

電話：072-643-2025

FAX：072-643-0091

service@txjapan.com 

今後も当社のニュースレターをご愛読ください
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