




GREEN
CERTIFIED

Certification of the
Green Label issue process





R9500terry レピア織機

異次元のイノベーション、秀逸な技術、比類ない信頼性

イテマの R9500terry はタオル製織の新基準を樹立する新鋭機です。開発
目標は最高の品質と多機能性を高い効率で実現すること－その目標は
完璧に達成されました。

イテマは伝統のブランド、スルザーとバマテックスを源流とするレピア
方式タオル織機のパイオニアで、時代を越えて先頭を走り続けています。
●	 R9500terry	は世界で 5,000 台以上が稼動しているタオル織機		
Silver	DT	を基に、更に発展させた新鋭機です。

●	 強靭な構造と先進的なテクノロジーはイテマ製レピア織機のベストセ
ラーR9500	の大きな特徴ですが、その長所をタオル製織で実現する
のが	R9500terry	です。

●	 時代の先端を切り開くイテマ社の研究開発チームはお客様のご要望を
詳細に分析し、その期待を超え、現在のニーズにも将来のニーズにも
的確に応える織機を目標とし、R9500terry	が完成しました。

R9500terry	はイテマの先進技術を余すところ無く注ぎ込んだ、あらゆる
タオル織機の中で最先端の製織システムです。卓越した機構のターボプ
ロップ方式レピアドライブ、操作と設定が容易なダイレクトドライブ方
式、革新的な機構の SK型レピアヘッドなど、R9500	のユニークな特長
を移植し、高効率・高速度・高信頼性を達成しています。

3種の革新的な機構の連携で、織り上がり品質が飛躍的に向上しています；

 新型・積極駆動のパイル糸用バックレストローラー

 新型・パイル形成装置

 新型・地糸バックレストローラー

先進的、革新的、高い信頼性を有し、御社のデザイナーが発揮する才能
と創造性を生地上に完璧に実現するタオル織機、それが	R9500terry	です。

イテマ R9500terry が実現する、比類ないタオル製織

製織は決して簡単な工程ではありま
せん。しかしイテマのタオル織機 
R9500terry 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。



革新的な SK 型緯入れ方式強靭で高精度のマシンフレーム

ターボプロップ：卓越したレピア駆動システム



ベストセラー織機 R9500 の先進技術を結集

2012 年に誕生したイテマの新鋭レ
ピア織機 R9500 は発表直後から高
く評価され、世界の市場に幅広く
浸透しています。その先進技術を
余すところなく注ぎ込んだタオル
織機が	R9500terry	です。

強固で高精度のマシンフレーム

R9500terry	のマシンフレームは重
負荷に耐える強靭な構造です。振
動を抑えることで、さらに高速の
運転を実現し製織の効率が飛躍的
に向上します。

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。

各部をコンパクトに設計し、カバー
類を極力排した構造で保守作業を
容易にするなど、R9500terry	は簡
潔さと使いやすさを極めた織機です。

エネルギー消費と性能のベストな
バランスと究極まで低減した騒音・
振動は、名機	R9500	の血統を受け
継ぐ	R9500terry	の大きな特徴です。

独特のレピア駆動システム： 
ターボプロップ

R9500terry	ではプロペラシステム
を根本から見直して再設計したレ
ピアドライブを装備しています。
R9500	で豊富な実績を持ち好評を
博しているターボプロップドライ
ブは可動部品の点数を削減し、コ
ンパクトで高い信頼性と容易な保
守を実現しています。

その特徴は、
●	 SK方式の駆動システムの機構は
サイドフレームに収納され、安
定した精密な動作を行います。

●	 新設計のキャリッジと揺動スラ
イダーには、航空機部品の品質
基準に合致するハイレベルの合
金を使用しています。

●	 全ての摺動部分にピンポイント
で自動潤滑を行います。

独創的なメカニズムのターボプ
ロップは緯入れシステムの心臓部
です。厳しい寸法公差をクリアし
た正確な部品形状が、高い信頼性
の確保と摩耗の低減を実現し、最
高レベルの運転速度と低廉な保守
コストを達成しています。

革新的な SK 緯糸搬送方式

最高難度の織物を	R9500	で製織す
る場合に圧倒的な威力を発揮した
SK型緯入れ方式を	R9500terry	にも
採用しています。

SK 型緯入れ方式は高速・高機能
を目的として設計された機構です。
広範囲な種類の緯糸に的確に対応
し、超軽量でセラミックコーティ
ングされた一体型レピアヘッドを
使用する SK 方式は、高速運転と摩
耗低減を両立するシステムです。

さらに、
●	 インサート側レピアを筬の直近
に配置することで、製織効率と
織り上がり品質を大幅に向上さ
せています。

●	 レシービング側レピアは永久磁
石を内蔵したユニークな機構で
糸を開放します。

革新的な SK 型レピアは摩耗に
対して圧倒的な強さを発揮し、
R9500terry	の卓越した性能、重負
荷の高速製織を支えます。



ダイレクトドライブのモーター

NCP – New Common Platform:  
織機制御の最先端システム



ベストセラー織機 R9500 の先進技術を結集

ダイレクト駆動のモーター

R9500terry	には	R9500	と同じく電
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。伝動機構では旧来の
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。ダイレクト駆動の
モーターは最高の性能と低廉な運
転コストを両立するシステムです。

専用のソフトウエアによって、
シェッドのクロスポイントはタッチ
スクリーンに必要な値を入力する
だけの簡単な操作で変更できます。

新しい共通システム、NCP： 
織機制御の革新的なコンセプト

R9500terry	が	R9500	か ら 継承し
たシステムには強力な NCP（New	
Common	Platform）があります。

このシステムでは織機の設定値を
一括して制御し、操作の大幅な簡
略化を実現しています。

完全対話型のカラータッチスク
リーンだけで織機のあらゆる動作
を自由に、簡単に設定することが
できます。NCP は織機の運転だけ
でなく、保守においても作業効率
を高める強力なマン＝マシン・イ
ンターフェースです。

NCP システムはイテマ社の織機
では	R9500 シリーズの他にエア
ジェット織機にも採用し、制御シ
ステムの共通化を図っています。
そのため、電子基板は機種間で共
用が可能になり、予備用基板の手
持ち在庫の削減で総合的な生産コ
スト低減につながります。

また、NCP は潤滑系統の圧力や各
部の温度を常時監視し、織機の運転
の信頼性を飛躍的に高めています。



クラス最高のパイル：新型積極制御パイル糸バックレストローラー

クラス最高のパイル：地糸用 新型バックレストローラー



最先端のイノベーションがもたらす、比類ない高品質製織

製織において布品質は最も重要な
要素です。特にタオル製織ではめま
ぐるしく変化する市場のトレンド
を捉え、理想を着実に現実のものと
することが要求されます。当社は新
型タオル織機	R9500terry	に最先端
の技術を全面的に適用して、タオル
製織の品質基準を大幅に向上させ
ました。

クラス最高のパイル形成： 
新型積極制御 
パイル糸バックレストローラー

R9500terryではパイル糸用のバック
レストローラーが単一の装置で制御
されるため、極めて均質なパイルが
形成されます。またパイル糸の張力
を低減することで、織り上がりの総
合的な品質が飛躍的に向上します。

運転操作においても糸の張力を簡
単・正確に設定できるユーザーイン
ターフェースが威力を発揮します。	
経糸張力変更や超低張力設定によっ
て、ボーダー部分も織物設計を忠実
に再現した製織が可能です。

さらに、パイル糸用のバックレス
トローラーには補正スプリングを
装備し、開口動作と筬打ちで発生
する経糸のピークテンションを抑
制します。

R9500terry		の積極制御バックレス
トローラーは比類ないフレキシビ
リティーと更に向上した製織効率
をもたらす新装置です。

クラス最高のパイル形成： 
新型地糸バックレストローラー

地糸用バックレストローラーには
軽量のローラーを採用し、地糸張力
を検知するセンサーを装備してい
ます。ローラーの慣性が小さいた
め、敏速に作動して経糸張力を最適
に制御します。軽量ローラーと高感
度センサーが経糸張力のピークを
回避し、スムーズな開口動作を実現
します。



秀逸なタオル品質：新型パイル形成ユニット

新型テンプルサポート



最先端のイノベーションがもたらす、比類ない高品質製織

秀逸なタオル品質： 
新型パイル形成ユニット

新型のパイル形成ユニットは、
R9500terry 開発の中心的テーマで、
究極の革新と言える機構です。

このユニットは単一のモーターで
駆動されるコンパクトな装置で、
高い信頼性と低廉な運転コストを
両立させています。

新型パイル形成ユニットの代表的
な特徴は秀逸な品質のパイルを形
成する布の移動機構です。単一の
モーターが複数のロッドを介して
積極制御のウィップローラーを駆
動し、布の移動中のパイル糸張力
を一定に維持します。

新型可動式布サポートと 
新型テンプルサポート

従来機とは明確に一線を画する新
型タオル織機	R9500terry	の主要な
特徴には、可動式布サポートとテン
プルサポートも含まれます。

新型の可動式布サポートはパイル
形成と筬打ち動作中の織口位置を
精密に制御し、完璧なパイル形成
を実現します。

また、新型のテンプルサポートは
布端の品質を最適化する、効果的
な装置です。
R9500terry	ではテンプルを布の上
面に配置し、幅広い調整範囲で布
端の張力を最適に設定できます。



デザイナーの創造性を完全に再現

新型 緯糸セレクター高効率の電動布カッター



創造性を強力にバックアップする先進のテクノロジー

緯糸カッターの選択肢

あらゆる織物で最適の作動を実現す
るため、R9500terry	では 2 種類の
緯糸カッターを準備しています。

標準タイプは、R9500	で好評を博し
ているロトカットです。
ロトカットは最適な状態で正確に緯
糸を切断し、装置全体が小型にまと
まっているため、オペレーターによ
る操作性が大幅に向上しています。

オプションとして電動緯糸カッター
も装備可能です。洗練されたデザイ
ンの生地では異なる種類、異なる番
手の混合緯入れが多用されますが、
電動緯糸カッターは緯糸の種類に応
じた異なるカッティングポイントで	
正確・確実に切断します。

高効率の電動布カッター

R9500terry	はハイレベルのタオル
製織が直ちに可能なフル装備でお
届けします。その装備には電動布
カッターも標準で含まれています。

新型 緯糸セレクター

R9500terry	はベストセラー織機	　
R9500	で十分な実績を持つ新型緯
糸セレクターを搭載しています。

この緯糸セレクターは最大 12 色ま
でのタイプを取り揃え、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。

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。

デザイナーの創造性を完全に再現

ハイレベルのタオルには創造的な
デザインが重要な要素です。
R9500terry	は様々な長さのパイル
を配置する複雑なパターンを持つ、
独創的なデザインを完璧に再現で
きるタオル織機です。

パイル形成機構は電子制御で駆動
され、キーボードで設定するだけ
でパイル長を自由に設定できます。

また、複数ピックのタオルもピック
リピートを指定することで容易に設
定可能なため、デザインの創造性を
正確に、余すところ無く生かすこと
ができます。

R9500terry	は理想のタオル生地を
比類ないハイレベル、ハイスピード
で実現するタオル織機です。



公称機幅 (cm)
●	 190, 210, 230, 260, 280, 300, 320,  

340, 360, 380

パイル形成
●	 布移動によりパイルを形成
●	 パイル長とリピートを自由に設
定可能

開口装置
●	 電子ジャカード
●	 ストーブリー社製ドビー	
	2670型または 3020型	
（綜絖枠最大枚数20）

緯入れシステム
●	 SK方式：	モノレール型フックを
装備したガイド付きレピア

ワープビーム
●	 地糸ビーム：	800mm、	1000mm
●	 パイルビーム：	800mm	、1000mm、
	 	 1250mm

緯糸セレクター
●	 電子制御方式：	4色、	8色、	12色

緯糸密度

●	 標準：	5	～	400	本 /cm

●	 ドビー、ジャカードパターンで
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
●	 機械式タックイン装置	
（オプション装備）

経糸検知装置
●	 4 列（２＋２）分割型、電子制御

経糸送出し装置
●	 電子制御方式

テークアップ装置とクロスローラー
●	 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	
（オプション装備）

データ通信
●	 イーサーネットインターフェース	
（LoomBrowser、ILMSの場合：	　
オプション装備）

●	 シリアルVDI インターフェース	
（双方向通信：	オプション装備）

●	 パラレルインターフェース	
（単一方向通信：	オプション装備）

その他のオプション装備
●	 筬の LEDランプ
●	 パイル消費量の制御機能



R9500terry の主な仕様



A

B

公称機幅 外形幅（A)

1900	mm 4500	mm
2100	mm 4700	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

奥行 (B)

with	800	mmワー	
プビームの場合 1953	mm

with	1000	mm	ワー	
プビームの場合 2064	mm	(*)

(*)	踏板を除く寸法

寸法図



D 4190 S08R9500terry

公称機幅 (cm)

190,	210,	230,	260,	280,	300,	320,		
340,	360,	380

開口装置

D	 ドビー	
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	



装備例のイラスト



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



www.itemagroup.com 
contact@itemagroup.com

イタリア・スイス・中国・香港・インド・日本・米国・ドバイ
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