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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=
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巻頭言

 

お客様ならびにビジネスパートナーの皆様

2017年の繊維業界と当グループの活動を振り返ってみたいと存
じます。

世界規模で繊維業界は順調に発展し、予想を超えてブームともい
える規模の積極的な設備投資が進んだ地域もあり、イテマの業績
も好調に推移しました。

お客様のご支援によって当グループの織機、スペアパーツ、技術
サービスの売上は今年も2012年以後連続して２桁の成長を達成
する見込みです。これは不断の努力によって当社織機の対応領域
を拡大・深化させ、それをお客様に高く評価していただき、市場
占有率が伸長した結果です。イテマの織機は主要な三種類の緯入
れ方式を取り揃え、産業用のテクニカルテキスタイルからカーテ
ン・タオル・カーペットなどの家庭用品、デニムなどのアパレル
素材まで、それぞれの目的に合わせた最適なシステムをお届けす
ることで世界のお客様の生産活動に貢献しています。

トルコを例に挙げれば、政情不安や経済減速の懸念がありなが
ら、長年に渡って当社製品をご使用いただいているお客様のみな
らず新規のお客様も含めて積極的な設備投資マインドが継続し、

イテマの最新鋭レピアとエアジェット織機は設備投資の第一候補として高い評価を頂いています。

中国においても今年は設備投資が好調で、過去最高に比肩する受注を頂きました。日本を含むアジア
太平洋地域からの受注も活発で、工場の生産能力を急遽増強して対処しています。

インドでは特にエアジェット織機の販売が好調で、イテマの最新鋭エアジェット織機を数多くご契約
いただいています。インドはイテマのエアジェット織機にとって堅調で益々の成長が見込まれる市場
です。 

「メイド・イン・イタリー」を標榜するイタリア国内の製織メーカーはヨーロッパの他国のメーカー
と同様に、プレミアムでハイエンドなファッションや家庭用織物素材に経営資源を集中することで成
果を上げ、徐々にではありますが生産の欧州内回帰が着実に進んでいます。これらのハイレベルで品
質基準が厳しい織物の生産では、イタリア、スペイン、ポルトガルの各国でイテマの織機が最多の実
績を持ち、欧州のその他の国々へもイテマの織機は急速にその地歩を拡大しています。（今号の「ウ
ィービング エクセレンス ダイアリー のAlbini社紹介ビデオをご覧ください）

また、イランのお客様からも今年は大量の織機をイテマにご発注いただき、今後も引き続いて織機へ
の設備投資が実施される見込みです。

2018年の展望について、市場環境は明るいと私は見ています。特にパキスタンとバングラデッシュ
ではお客様の近くに拠点を設けるための先行投資を行ってきましたので、その成果が表れてくるもの
と期待しています。イテマがパキスタンのラフォールに最近オープンしたイテマキャンパス（今号の
「イテマグループの積極投資」をご覧ください）は第一級の研修と製織テストの設備を備えた重要な
拠点です。イテマ製織機の実力を今まで十分にお伝えできていなかった地域もありましたが、このイ
テマキャンパスをはじめとして今後も引き続いて整備を進める予定の各地の拠点を、イテマの技術の
先進性・革新性を世界中により広く、より正確にご理解いただくための重要な要素と位置付けていま
す。

http://www.itemagroup.com/ja/newsletter/weaving-excellence-diaries-autumn-ja/
http://www.itemagroup.com/ja/newsletter/weaving-excellence-diaries-autumn-ja/
http://www.itemagroup.com/ja/newsletter/company-investment-autumn-ja/
http://www.itemagroup.com/ja/newsletter/company-investment-autumn-ja/
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広くご理解いただくことの重要性を示す例としてエアジェット織機A9500（詳細はこちら）を挙げれ
ば、知名度が必ずしも高くなかった同機も着実に実績を積み重ねて数々のリピートオーダーを頂いて
いますが、その能力を十分にご理解いただければさらに多くのお客様に選択していただけると信じて
います。そして2018年のイテマの主力機種のひとつとしての位置付けが確立すると考えています。

イテマのイノベーションは今後も留まることなく進んでゆきます。次号の Red Dot News でも様々
なイノベーションについてお知らせする予定です。

末筆ながら平素のご愛顧とご支援に感謝し、今後ともイテマグループをお引き立ていただきますよう
お願い申し上げます。

イテマグループ 

営業・マーケティング担当役員

クリスチャン・シュトラウプハール

http://www.itemagroup.com/ja/newsletter/technology-corner-autumn-ja/
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テクノロジー

イテマの エアジェット織機A9500: 

「卓越した織機」では言い尽くせないマシンです。
エアジェット方式の緯入れを考えるとき、最初に頭に浮かぶのはその高速生産性です。しかし、エア
ジェットを熟知した人達が最重要課題と考えるのは、他の緯入れ方式に比べてコンプレッサーが必須
の装置であることによる大きな電力消費と製織の多能性に限界がある点です。

イテマは、長年に渡って製織のノウハウを蓄積し織機の先進的なブランドであったソメット、スルザ
ーテキスティール（スルテックス）、バマテックスの三社の卓越した実績を引継いでイタリアの企業
として統合したメーカーです。イテマはレピア織機をソメットのブランドで1967年に世界で初めて市
場に投入しましたが、エアジェット織機についても1971年にはこの方式で先進的な技術を持つ他社と
の協業でスルザーが開発しています。

イテマは各ブランドの輝かしい歴史を引き継ぎ、織機の性能をさらに高めるために最大限の力を注入
してきました。言うまでも無く、織機の目的は最終のお客様にご満足いただける織物を生産すること
です。そのことはイテマの最も重要な目標であり、織物品質についての多様で厳しい要求に応え、厳
格な品質テストもクリアできる織機をお届けできるよう日々努力を積み重ねています。もちろんエア
ジェット織機も例外ではなく、伝統的な基本構成に卓越した性能を盛り込むことで高品質で高度な織
物を生産できる織機を実現しています。

独創的で革新的な機構によって製織可能な糸の範囲が拡大し、織機としての多能性が飛躍的に高まっ
ています。独創性のひとつの例は、業界でクラス最高と認められている開口形状です。理想的な開口
形状によって筬打ちストロークが最適化され、広範な種類の織物を完璧な品質で織り上げます。
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また革新性の例は、イテマが特許を保有する BLC ライ
クラ・ブラシ・クランプ です。ストレッチヤーンで製
織する場合に大きな威力を発揮します。BLCノズルによ
って緯糸は可動部品無しで保持されるため、ハイレベル
の織物品質と信頼性が達成されます。独特の設計によっ
て簡潔な構造を実現したBLCはメインノズルの内部に固
定され、エアの流れによるストレッチヤーンのダメージ
を防止します。また、BLCはクランプとバルブの設定や
調整を手動で行う必要がないユーザーフレンドリーな機
構です。ストレッチデニムや各種のアパレル製品でスト
レッチヤーンはますます幅広く使用されてきています。
その状況下でBLCは卓越した効果を発揮します。

根本的で重要な点である電力消費も考慮すれば、イテマ
のエアジェット織機は現在の競合機種の中で最も先進的な織機であると言えます。

省電力の主役は特許の I-Reed® です。高い緯入れ効率を確保しながらエア消費を大幅に削減できる 
I-Reed® はエアジェット織機の規範となる装置です。新形状の筬トンネルとリレーノズルの位置が筬
チャンネル内のエアの流れを最適化し、緯入れ効率をさらに高めます。低いエア圧力とシングルホー
ルのリレーノズルも電力消費の削減に大きく貢献し、織機の保守負担も軽減されています。

コスト削減と高度な織物品質はイテマの最新鋭エア
ジェット織機のキーワードですが、それを実現する
装置のひとつがダブル・タンデムノズルです。ダブ
ル・タンデムノズルは低いエア圧力で緯糸搬送力を
理想的に配分することで、糸の負荷を軽減して最高
レベルの織物品質を達成すると同時に電力消費を削
減します。

イテマの A9500 シリーズは2011年の発売以来、高
速であると同時に織物品質の高さとコスト削減でも
トップを独走するエアジェット織機です。
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イベント

各種の展示会でお客様と特別招待の皆様にイテマの最新鋭織機
が実際に稼働する状態をご覧いただきました。以下は今年の第
３四半期に当社が出展した展示会と、今年中に出展する予定の
展示会概要です。

TechTextil（インド）
2017年9月13～15日 · 報道発表

http://www.textilegence.com/en/itema-demonstrated-superiority-technical-weaving/
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イテマ スイス オープンハウス（スイス、ツッフヴィル）
2017年9月16日 · ビデオ

イテマキャンパス ラホール　グランドオープニング
2017年10月4日 · 展示織機： A9500p、R9500p

https://youtu.be/9Sjp-IXf1Vc
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イテマ ゴールデン ジュビリー パーティーソメット50周年記念イベント 
（イテマ本社、イタリア コルツァーテ）
2017年10月14日 · プレスリリースとビデオ

イテマ イノベーション ロードショー ＆ ユニバーシティーデー（ベトナ
ム）
2017年10月26～28日

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/11/Somet_Itema_50YearAnniversary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EgLjeEcDZmc
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イテマ イノベーション ロードショー（韓国） 
2017年10月21日、28日

イテマ イノベーション ロードショー（AITEX, スペイン）
2017年10月24日 · 展示織機: R9500
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イテマ イノベーション ロードショー（バングラデッシュ、ダッカ）
2017年11月11日

イテマ イノベーション ロードショー（エジプト、カイロ）
2017年11月21日
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イテマ オープンハウス と ゴールデン ジュビリー（中国、上海）
2017年11月28～29日

ITMACH（インド、アフマダーバード）
2017年12月7～10日

イテマ イノベーション ロードショー（イラン）
2017年12月13日
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イテマグループの積極投資

イテマキャンパス ラフォール
2017年10月4日、イテマはパキスタンのラフォールに最新鋭の研修センターであるイテマキャンパス
を開所しました。

グランドオープニングではパキスタンの繊維業界を代表する様々な専門家の皆様100名以上にご出席
いただき、同国の営業・サービスの総代理店である Noon International社と共同でイテマキャンパス
をご披露し、設置された最新鋭のエアジェットとレピア織機をご覧に入れました。この施設は増加し
続けるお客様や受講者の皆様をはじめ、関係の方々のお役に立つよう運営して参ります。 

全パキスタン製織業組合会長でKohinoor Mills社のCEOであるAamir Fayyaz Sheikh 氏と、在パ
キスタンのイタリア大使 Stefano Pontecorvo氏を主賓に迎え、営業・マーケティング担当役員の 
Christian Straubhaar、パキスタン担当の営業責任者 Franco Brambilla などイテマグループ本社から
の派遣メンバー、Noon社の営業・マーケティング担当者、サービス担当者が市場の動向やイテマの最
新テクノロジーについてプレゼンを行い、実機のデモも実施しました。ご来訪いただいた製織工場の
オーナー様と経営者の皆様には、このイベントを通じてイテマにより一層の関心をお寄せいただきま
した。 

イテマグループの営業・マーケティング担当役員Christian Straubhaarは「当社がパキスタンでの新
しい拠点を設立したことを喜ばしく存じます。パキスタンはイテマにとって戦略的に非常に重要な市
場であり、持続的な成長に欠くことのできない存在です。お客様の地でこのキャンパスを通じて当グ
ループの躍動的で積極性にあふれる事業環境を樹立して参りたいと考えております。イテマキャンパ
スの研修センターはパキスタンの繊維産業の発展に貢献して行くというイテマの決意の表れでもあり
ます。そしてクラス最高の革新的な織機をお届けすることで、製織産業に携わるお客様が最高品質の
織物を生産され、世界市場で成功を収められることを支援して参ります。」と述べ、「2015年、イタ
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リアに最初に設立したイテマキャンパスに続いてこの地に新しい研修センターを設立したことを誇ら
しく存じております。イテマグループの全てのお客様にこの施設を最大限にご活用いただき、『キャ
ンパス イメージ』の行き届いた設備の中でイテマの先進的な織機を深くご理解いただけることを望ん
でおります。」と付け加えました。

さらに、お客様の近くで
そして「イテマの最新鋭織機は操作が容易で直感的に理解できるユーザーインターフェースを装備し
ていますが、織機の能力を最大限に発揮させるには研修が重要な要素であることに変わりはありませ
ん。そのためイテマはお客様の製織工場のキーパーソンの方々が、各種の設備が整ったこのイテマキ
ャンパスで的確な研修を受講されることを強くお勧めします。」と続けました。

イテマグループは本社の所在地イタリアのコルツァーテに設置しているイテマキャンパスをはじめと
して世界各地で最新の織機、レピア織機R9500、エアジェット織機A9500、プロジェクタイル織機
P7300HP V8、タオル織機R9500terry の実機を使用して研修を実施できる施設を完備しています。各
地の研修センターは下記の通りです：

• スイス（シュヴィーツ州ヴォルララウ）

• 中国（上海）

• インド（タミル・ナードゥ州コーヤンブットゥール）

• 日本（大阪府茨木市）

• 米国（サウスカロライナ州スパータンバーグ）

パキスタン、ラホールのイテマキャンパスではお客様のニーズに合わせて厳選した研修コースへの参
加者募集を開始しています。またイテマは上記の研修センターでのコースに加えて、お客様の工場で
実施する織機の運転と保守についてのオンサイト研修も、より現場に密着したコースとして実施して
います。

世界各地の研修センターの所在地と開催コースはイテマのウエブサイトでご覧いただけます。また、
ウエブ経由の参加お申込も受付けています。詳細については次号のRed Dot Newsでお知らせする予
定です。
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ウィービング エクセレンス ダイアリー

イテマの長年のお客様である Albini グループの取締役
で Cotonificio Albini 社の社長、Silvio Albini 氏に同グ
ループの概要をご紹介いただきました。

Albini 社は高品質で洗練された高級シャツ地で世界のトップに君臨するメ
ーカーで、革新的で一貫した品質本位の生産を続けておられます。時代を
先取りしたハイレベルな織物を生産する同社は、極細糸や極めて特殊な糸
を使用した高度に複雑な織物を生産するシステムとして、イテマのテクノ
ロジーに全面的な信頼をお寄せいただいています。

最高の技術だけが達成できる高度な分野です。 
Albiniグループは4か所の製織工場を含む7か所に工場を有し、1300名の従業員が勤務する欧州最大の
織物メーカーで、高品質の高級シャツ地が生産されています。同社のSilvio Albini氏の言を借りれば、
織機は「100％がイテマ製」です。

同グループと長年に渡る協力関係を継続していることにイテマは大きな誇りを感じています。レピア
織機R9500の開発過程でも需要家の立場としてAlbiniグループには多大なご協力をいただきました。
そして完璧に仕上がったR9500は同グループの工場でハイレベルな多能性とフレキシビリティーを発
揮して、卓越した高品質シャツ地の生産に大きく貢献しています。

エジプト綿の女王とも呼ばれるギザ45などの厳選された素材や、場合によっては綿花の栽培段階から
管理されている高級素材を使用する一方で、Albiniグループでは超極細番手の糸の研究開発が続けら
れ、年間2万種類にのぼる織物が生産されています。同グループでは生産の全ての工程に熱い情熱と
高度な技術が注ぎ込まれています。Albiniグループの全ての製織工場にはイテマの最新鋭織機が導入
され、超細番手から非常に特殊な糸まで多様な素材が使用され、最高レベルの複雑な構造の織物が高
い効率で生産されています。

ALBINIグループの紹介ビデオ

https://youtu.be/dBpTzFY6c1g?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アジア・
太平洋地域の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-made-asia-pacific-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-asia-pacific-en/
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アンケート回答のお願い

イテマは読者の皆様のご意見を重視しています。イテマの製品、営業活動、サービス、イベントなど
に関するご意見をお寄せください。皆様のご意見を参考に、さらにお役に立つ活動ができるよう努め
てまいります。下記のリンクにアクセスしていただき貴重なご意見を頂きますようお願い申し上げま
す。

下記のアンケートサイトは英語表示になっております。

ご不明の点はイテマウィービングジャパン：072-643-2021、sales@txjapan.com までお問合せくだ
さい。

https://www.surveymonkey.com/r/Itema_RedDotNews2017
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