
WEAVING TECHNICAL?
DO IT ITEMATECH!



テクニカルファブリックは私たちの日常生活で重要な役割
を持ち、その範囲は今後も拡大を続けます。ますます高度化
する消費者のニーズに応えるため、機能性・性能・耐久性の
全てにおいてさらなる高みを目指す努力が続けられていま
す。対象はスポーツウエアやレジャーファッションに限らず、
家具や寝具などの家庭用品にも広がっています。各国の政府
は消費者保護と地球環境保護の観点から厳しい規制を次々
に打ち出しており、これは先進国のみならず発展途上国でも
一般的な傾向です。

テクニカルファブリックは次のような幅広い分野に区分でき
ます；

●	 防護用素材	 ●	 衣料品素材	 ●	 自動車用資材

●	 環境保護用資材	 ●	 建築用資材	 ●	 工業用資材

●	 医療用資材	 ●	 土木用資材	 ●	 	家庭用素材	

●	 スポーツ用素材	 ●	 梱包用資材	 ●	 農業用資材

テクニカルファブリックは今後、環境適合建築物や自動
車産業・スマートシティー・情報インフラ・省エネ装置・
家具類・スポーツ界・作業服・ファッションアパレル等の	
広範な分野で中心的な存在になり、時と場所を問わない	
必須の「ユビキタス素材」になる時代が予想されます。

糸で布を作る手段として、現在までで最も柔軟性に富み最大
の付加価値を生み出すのは製織です。広範な糸密度と多様
な種類の糸素材に対応する製織は、最小限のコストで柔軟
な生産体制を実現できるプロセスです。

つまり、テクニカルファブリックを含む幅広い種類の布製品
生産に最適なのは製織であると言えます。
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スルザーテキスティール（スルテックス）、ソメット、バマテッ
クスの歴史を合わせて延べ200年の⻑期に渡って蓄積された
技術をバックグラウンドとするイテマは、堅調な成⻑を続ける
テクニカルファブリック分野の将来性を⾒越して、ますます高
度化する要求に応える製織システムをお届けしています。

その事業活動の一環としてイテマは2019年にテクニカルファ
ブリックをはじめとする特殊織物用の織機の設計と生産に特
化した事業部としてItematechを発足させました。

テクニカルファブリックは先進的な合繊を素材とする糸を多用
し、特殊な適用分野に合致した特性を持つ織物で、一般の織
物とは大きく異なる製品です。

当社はテクニカルファブリック生産の業界に⻑年に渡って高
性能の織機を供給してきました。世界でのその実績を通じて
蓄積された技術力を結集して設立されたItematechは、多岐に
渡るお客様のニーズに的確にお応えする最先端の製織ソリュ
ーションをお届けします。

そしてイテマとPTMT（旧Panter）の合併によって、積極/消極
レピア織機やエアジェット織機、プロジェクタイル織機など、
製品系列のバリエーションが飛躍的に拡充しました。

業界屈指の技術力を持つItematechはテクニカルファブリック
のあらゆる分野で最適の、そして将来を⾒越した製織設備を
ご提案できるパートナーです。

Itematechは常にお客様の声に耳を傾けることを重視し、広範
なバリエーションの織機を取り揃え、業界屈指の専門技術チ
ームによる技術サポートを提供しています。
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機幅のバリエーション；

SK緯入れシステム（ガイドフック付）

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

FPA緯入れシステム（Free Positive Approach）

170cm, 190cm, 210cm, 220cm, 230cm, 260cm, 
280cm, 300cm, 320cm, 340cm, 360cm



1 大幅なエネルギー節減

的確な潤滑装置と主要機械部品の最適設計によって
エネルギー消費が大幅に節減されています。

2 最新鋭のコンソール

高感度で信頼性の高いタッチスクリーンで操作する
最新世代コンソールを装備しています。

3 高度なエルゴノミクス

R95002はフロントフレームの高さを抑えることで日常
的な動作の作業性が大きく向上し、作業効率が大幅
に向上します。

4 イテマのレピア緯入れシステム

• SK緯入れシステム：レピアをガイドするフックを装
備し、高速運転でも高品質の織物を生産します。

• FPA緯入れシステム（Free Positive Approach）: ガ
イド部材の無いレースボード仕様で、積極レピアの
多機能性を併せ持っています。極めてデリケートな
モノフィラメントも高効率で製織します。 

5 目的に応じた緯糸カッターの選択

• 電動緯糸カッター： 2001年発売、独立モーターで駆
動します。緯色ごとに切断タイミングを設定可能で、
異種の糸の混合緯入れでも全ての緯糸が最適のタイ
ミングで切断され、設定作業も大幅に軽減されます。

 – 効率が大幅に向上
 – 不正確な設定による緯糸停止を防止
 – 緯糸ロスを最小限まで削減
 – 完璧な緯入れ動作を実現

• ROTOCUT： 高精度のロータリーブレードで全て
の緯糸を同一タイミングで切断します。シンプルな
構造の織物に最適の装置です。

6 ダブルプレスローラー

重布の製織で布の張力を理想的なレベルに維持します。

7 バックレストローラーのバリエーション

• 軽量型バックレストローラー： 伸縮性の低い特殊
な糸に適しています。

• ダブルバックレストローラー： 大径のローラーを使
用し、高張力の経糸に適しています。

• ワープテンショナー： 経糸張力の最適化が重要な
場合に適しています。

8 全幅テンプル

主なメリットは、

• 高い緯糸密度に適しています。

• 筬の全幅に渡って直線的な緯入れが実現します。

• 筬の全幅に渡って均質な織物が得られます。

• 標準型テンプルと全幅テンプルは簡単な作業で交
換が可能です。

9 回転型偏向バー

• 織物内で緯糸を完全に直線状態に維持すること
で、高精度の緯入れ動作を実現します。

• メッシュ織物に最適のソリューションです。

10 ヒートカッター

織物の厚さや構造に応じて様々なカッターヘッドを
取り揃えています。耳品質が高いばかりでなく、取扱
が簡単で極端な重布でも⻑寿命を維持します。

11 イテマ製の電子制御緯糸ブレーキ

緯糸フィーダーと緯糸選択装置の間に取付けられ、
コンソールでそれぞれの緯色ごとに適切な制動力を
設定することでピークテンションを低減し、緯糸への
負荷を抑えた動作を実現します。



R95002はイテマのベストセラーレピア織機R9500の第2世代です。

当社は常にお客様の収益性と作業性の向上を念頭に置いて製品開発を進めています
が、R95002は先進的な開発結果を組み込むことでクラス最高の性能と織物品質を達成し、同
時に現在のレピア織機で最高のエネルギー効率を発揮します。

R9500は使い易さの点でもご好評をいただいていましたが、第2世代のR95002	 では新型コンソ
ールや高さの低いフロントフレームなど、操作・作業系統もさらに改良し、過去最高にユーザー
フレンドリーな織機に仕上がっています	。

テクニカルファブリック製織に適した様々な専用装置や機構を追加することでR9500の持つ
強靭性や柔軟性をさらに拡張し、最適なソリューションを提供しています。

豊富なバリエーションから用途に応じた最適の装置類を選択することで、R95002は最高にデリ
ケートなモノフィラメント糸を経糸・緯糸に使用する繊細な織物から、フレームの高い剛性を要
する超重布まで、あらゆる種類のテクニカルファブリックを高品質かつ高効率で織り上げます。

イテマのレピア織機
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機幅のバリエーション

P7300HP標準型、およびRタイプ
220cm, 280cm, 330cm, 360cm, 390cm, 430cm, 
460cm, 540cm, 655cm

P7300HP RSPタイプ
220cm, 280cm, 330cm, 360cm, 390cm 
（特注： 430cm, 460cm, 540cm）

P7300HP R3タイプ
20cm, 280cm, 330cm, 360cm, 390cm



1 ユニークな積極緯入れシステム

緯糸を把持したプロジェクタイルを織機の片側から発射
し緯糸の中間受渡しが不要、一動作で緯入れが完了す
る独特の方式により傑出した高効率が達成されます。

2 強靭な構造

驚異的な稼働寿命を達成し、高負荷製織や複雑な製織
に耐える強靭な構造を持っています。
また最大 655cm までの超広幅製織が可能なことも大
きな特徴です。

3 緯糸、経糸のロス無し

ユニークなプロジェクタイル緯入れ方式によって捨耳
が不要です。

4 緯糸ロスをゼロにするタックイン耳
タックイン耳の幅は	18mm	から	35mm	の間で調整可
能です（35mm	は農業資材、土木資材、ジオグリッドな
どに適しています）。この他にも目的や織物の種類に応
じて、レノ耳装置やヒートカッターを装備することも可
能です。

5 FPB：Fast Projectile Brake 
（敏速応答型プロジェクタイルブレーキ）

マイクロプロセッサー制御で自動調整されます。手動で
の調整が不要で保守作業が軽減されると同時に、円滑
で確実な緯入れを実現します。

1 強化型のメインドライブとスレイドライブ

• 最大筬打ち力はRSPタイプで	11,000	N/m、R3では	
15,000	N/mに達します。	

• メインドライブは	7.5kW	または	12kW	のモーターの
動力を、最大6本のベルトで伝達します。

• 追加スレイドライブで筬打ち力を増強しています（
筬羽厚さ	12mm、筬羽空間	9mm	まで対応）。

2 	強化型ワープテンショナー

• 機幅に応じた追加サポートを装備しています。

• R3タイプは第2偏向ローラーを装備しています。

3 強化型の経糸送出し装置とテークアップ装置

• 全幅ビーム仕様ではマスタースレーブ形式の強化型
電子制御送出し装置を装備しています。

• テークアップ装置にも強力なモーターを使用してい
ます。

• RSPタイプのテークアップローラーは、センターサポ
ートを装備しています。

• R3タイプは、メインローラー径が	140mm	のフローテ
ィングテークアップ装置を装備しています。

• バッチワインダーとの組み合わせで、追加の巻取装
置も装備可能です。

4 開口装置

• 強化型ドビーを広幅チェーンで駆動します。

• 綜絖ドライブにもガイドを増設しています。

RS

標準型

R3RSP



他に類例のないユニークな緯入れ機構であるプロジェクタイル方式のP7300HPは、伝説的とも言える織機で、比類ない多機
能性と信頼性の高い緯入れ動作が特徴です。緯糸を確実に把持したプロジェクタイルがピッキング機構によって打ち出さ
れ、布の全幅を緯糸の受け渡し無しで一気に飛翔して緯入れ動作の1サイクルが完了します。
このシンプルな方式によって群を抜く高効率が達成されます。

プロジェクタイル織機の優位性を高く評価して⻑年に渡ってご使用いただいているお客様が世界中に多数おられます。この
ユニークな緯入れ機構のP7300HPは	655cm までの機幅を取り揃え、農業資材、土木資材、カーペット基布などの特殊な織
物の広幅製織の分野では圧倒的な実力を発揮します。この緯入れ方式は、テープヤーンの製織でも他のどの緯入れ方式より
も高い性能を発揮します。

P7300HP	V8は標準装備でも広範な種類のテクニカルファブリックを製織できる実力を備えています。

また特殊用途向け強化型の機種RSPとR3も取り揃えています。ハイエンドのフィルターファブリックやコンベアベルト、土木
資材などの超重布用として各部の強度を向上させ、最大筬打ち力が	RSP	では11,000	N/m、R3では15,000	N/mに達します。

P7300HPは様々なテクニカルファブリックを最高の織物品質、十分な低コスト、抜群の信頼性で生産できる高性能マシンで
す。

イテマのプロジェクタイル織機
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機幅のバリエーション
190 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 260 cm, 280 cm, 
300 cm, 320 cm, 340 cm, 360 cm



1 クラス最高の開口形状

綜絖枠の位置決めを最適化し高速運転を可能にする
と同時に、綜絖枠とヘルドの寿命を大幅に延⻑してい
ます。また筬打ちストロークの最適化によって広範な
種類の織物を完璧に織り上げます。

2 BLC：Brush Lycra Clamp Nozzle 
（ライクラブラシクランプノズル）

伸縮性の緯糸に特化した装置で、卓越した織物品質
と高信頼性を達成します。ガーゼなどの医療用材料
の製織に最適です。

3 シングルホールのリレーノズル

新世代のノズルがエアの消費量と保守工数を削減し
ます。

4 耳形成装置の多彩な選択肢

機械式タッキング装置の他に、スタイルに合わせてヒ
ートカッター、エアタッカーも選択可能です。また全幅
筬・分割筬に応じて両端および中間タッキングユニッ
トの装備も可能で、スタイルチェンジの時間短縮が実
現します。

5 ELD：Electronic Leno Device 
（電子制御レノ装置）

特許の機構で高速運転を実現し、保守作業を軽減し
ます。 

6 バックレストローラーのバリエーション

• 強化型バックレストローラー 
摩擦を軽減し、経糸張力を高精度で制御します。

• 弾性バックレストローラー 
理想的な経糸張力補正を実現します。

7 ダブルタンデムノズル

超太番手糸でも高速製織が可能です。

8 新型のスレイカム形状

• 静止角度が大きいため緯入れ動作の時間に余裕が持
てます。

• エアの消費量を削減します。

9 iREED®

太番手糸で小幅製織を行う場合にエア消費量を削減
する特許の装置です。



A9500は現在の市場に有るエアジェット織機の中で最も革新的な機種です。洗練さ
れた技術を随所に注ぎ込んだA9500は、特に医療用や自動車用資材の分野で豊富な
実績を持ち、蓄積されたノウハウが生きています。

特殊なテクニカルファブリックの分野でもA9500は比類ない高性能を発揮し、最高の
生産性と卓越した織物品質を達成します。

A9500はカルダンシャフト無しで独立駆動の電動ジャカード装置と連結できる構成
を持ち、OPWエアバッグ（ワンピース織物）などの特殊な製品を超高速で生産しま
す。

超高密度の織物も専用の装置を組み込むことでクラス最高の性能を発揮します。関連
の装置を強化型とし、織機の制御を最適化して信頼性を高め、イテマが特許を有する
機構によって電力消費を削減すると同時に高効率を達成します。

イテマのエアジェット織機
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適用分野
農業用、園芸用の織物

糸の素材
PE、PP	テープヤーン

一般的な織幅
460 cm, 540 cm



アグロテキスタイル
農業と園芸に使用されるあらゆる種類の織物をアグロテキスタイルと呼びま
す。日除け、家畜の保護、雑草や害虫からの防護、灌漑水の節減、生育時期の
延⻑、土壌分離、霜害予防などの目的で使用されます。

アグロテキスタイル製織でのプロジェクタイル織機P7300HP

最大655 cmの幅で製織できるのは現行の織機でイテマのP7300HPだけで
す。

他に類例のないユニークなプロジェクタイル緯入れ方式は、アグロテキスタイル
で多用される難織性のPPテープヤーンでも圧倒的な多機能性を発揮し、傑出し
た効率で最高品質の織物を生産します。

アグロテキスタイルの生産で大きなメリットになるのは、P7300HPの経糸・緯糸
ロスの出ない製織方法です。プロジェクタイルによるダイレクトな緯入れ動作に
よって強固な組織形成が可能で、捨耳が不要なことから大幅な原価低減が実現
します。またオプションで	35mm の広幅で強固なタックイン耳を形成できるた
め、仕上げ工程で大きな効果をもたらします。

アグロテキスタイル製織でのレピア織機R9500

シンプルな構造の織物には最大機幅 540cm	までの様々な幅の機種が揃っ
ています。テークアップ装置とバックレストローラーには強化型を採用、広幅
の重布製織で発生する大きな負荷に対しても高い信頼性と耐久性を発揮しま
す。

SK緯入れシステムと電動緯糸カッターの組合せで最高レベルの織物品質と群
を抜く生産効率が得られます。



フラットと OPW エアバッグ
先進国では正面と側面のエアバッグは乗員保護の装置として自動車の必須装備になっていま
す。この動きは発展途上の各国でも急速に拡大しつつあり、自動車産業の大きな成⻑分野の
一つです。

フラット製織タイプは正面（運転席と助手席）のエアバッグに、OPW（One	 Piece	 Woven：一
体製織）タイプは側面のカーテン型エアバッグに使用されています。

フラット製織のタイプは空気の透過率を所定の値に維持し耐熱性を高めるためにシリコンコ
ーディングされ、製織が終われば裁断し組合せて縫製されます。

OPWタイプはジャカード装置を使用することで二重織物として製織中に全体の形状が完成
し、その後の縫製工程を必要としません。

レピア織機R9500でのフラット/OPWエアバッグ製織
R9500はフラット、OPW（ジャカード装置を使用）のいずれでも性能と織物品質のバランスが
最適なレピア織機です。

FPA（Free Positive Approach）緯入れシステムは、エアバッグに使用される極めてデリケ
ートなマルチフィラメント糸に過剰な負担をかけずに製織できる理想的な方式です。

電動緯糸カッターが製織の自由度を高めると同時に緯糸のロスを最小限度に抑え、強化型
のテークアップ装置とバックレストローラーが高い経糸張力を維持しつつトップレベルの生
産性を達成します。

また全幅テンプルは高い緯糸密度、完璧に直線的な緯入れ、筬の全幅に渡る織物の均一性
などの様々なメリットをもたらします。

エアジェット織機A9500でのフラット/OPWエアバッグ製織

A9500はカルダンシャフト無しで独立駆動の電動ジャカード装置と連結が可能で、OPWエア
バッグを超高速で生産します。強化型のテークアップ装置とバックレストローラーが経糸の
摩擦を軽減しつつ張力を的確に制御します。



また左右の独立ボビン装備の耳形成装置が
緯糸張力を適切に維持し、秀逸な織物品質
を達成します。

さらに静止角度の大きなスレイカム形状によ
って緯入れ時間に余裕が生じ、効率的な緯入
れが実現します。イテマが特許を有する電子
制御レノ装置ELDは革新的な設計によって
完璧なレノ耳を形成し、運転コストの大幅な
削減を実現します。

そして全幅テンプルが筬の全幅に渡って布の
張力を完璧に均一化し、レーザーセンサー付
きの経糸検知装置（オプション装備）は糸の
負担を軽減しつつ正確な動作を行います。

適用分野
フラット	/	一体製織のエアバッ
グ

糸の素材
PES	/	235	-	350	-	470	-	580	
700	dtex

一般的な織幅
280	cm



パラアラミド織物
パラアラミド（ケブラー®）織物は、優れた性能を発揮する特殊素材です。ま
た、ブレーキシューやクラッチライニングなどにアスベストの代替品としても使
用され、自動車用タイヤの補強材や航空機、船舶、高級車などにも幅広く使用
されています。

レピア織機  R9500 でのパラアミド製織

R9500の最適化された小さな開口形状によって、パラアラミドのような特殊なフ
ィラメント素材でもトップレベルの織物品質が得られます。

FPA緯入れシステム（Free	Positive	Approach）はパラアラミド、アラミド混合糸
などの極めてデリケートなフィラメント糸でも、糸への負荷を最小限に抑えなが
ら高品質で織り上げます。

織物の種類に応じて2種類の緯糸カッターから最適なタイプを選択可能です（
オプション装備）。異種の糸を混合して緯入れする場合は電動カッターが最適
で、単一種類の糸を緯入れする場合には回転式のロトカットが適しています。

パラアラミドの製織では経糸、緯糸の張力をいかに低く抑えることができるかが
キーポイントです。R9500では様々な装置によってその目標を達成します。

軽量型バックレストローラーはパラアラミドの非伸縮性をカバーする最良の選
択です。質量が小さいため鋭敏に応答して開口動作や筬打ち動作中の経糸張力
変化を最小限に抑えます。

また電子制御の緯糸ブレーキがパラアミドの緯糸張力を完璧に制御し、低いレ
ベルに維持します。ブレーキの作動状態は織機のコンソールから容易に設定で
きます。



適用分野
防各種防護衣料、産業用途

糸の素材
3300	dtexまでのアラミド繊維

一般的な織幅
190	cm,	360	cm



適用分野
屋外用の遮光、日除けテント

糸の素材
PAC	ポリアクリレート

一般的な織幅
190	cm,	360	cm



日除け用織物
産業用、家庭用の日除けスクリーンやテントには先染のポリ
アクリレート繊維が使用され、遮光や防風などの機能を果
たします。鮮やかな色彩を呈してデザインの可能性も大きく
広がります。

レピア織機R9500での日除け資材製織

強化型のテークアップ装置とバックレストローラーが高い
経糸張力を的確に制御し、卓越した性能を発揮します。織物
の種類に合わせて全幅テンプルと標準型テンプルを交換す
る作業も容易に実施できます。

プロジェクタイル織機P7300HPでの 
日除け資材製織

P7300HPの強化型RSPとR3は各部の的確な強化によって、
最大30	tex	までの超太番手ポリアクリレート糸を高品質、高
効率で製織する実力を持っています。

強化型の経糸検知装置が最高レベルの超太番手糸でも	
糸の偏向を最小限に抑えながら、群を抜く信頼性を発揮し
ます。



カーペット基布
家庭用、産業用のカーペット基布は、カーペットの形状を維持して構造を安定
させる役目を果たします。

基布は第1と第2で構成され、第1基布は目の粗い織物で、パイル糸を絡めて固
定、または織り込みます。第2基布はカーペット全体の形状を保持すると同時に
床面の湿気や汚れをカーペットから隔離します。

プロジェクタイル織機 P7300HP でのカーペット基布製織

第1基布の経糸と緯糸にはポリプロピレンのテープヤーンが使用され、第2基布
の緯糸にはスパン糸を使用します。この製織に最も適した織機がP7300HPで
す。プロジェクタイルによる積極緯入れが大きな威力を発揮し、難織性のポリ
プロピレンテープヤーンでも圧倒的な高効率を達成します。さらに経糸、緯糸
のロスが無いことで大幅なコスト削減が実現します



適用分野
カーペットの第1および第2基布

糸の素材
ポリプロピレンテープヤーン
経糸：350	～	500	dtex	
緯糸：670	～	1160	dtex

一般的な織幅
390	cm,	430	cm,	460	cm,	
540	cm



適用分野
仮設建築資材

糸の素材
ポリエチレンのマルチフィラメン
ト、またはモノフィラメント

一般的な織幅
FPAトランスファー方式	
：360cm
SKトランスファー方式	
：540cm



コーティングファブリック
コーティングファブリックはコストパフォーマンスが良好なため仮設建築資材に
多用されています。ポリエステルのマルチフィラメント糸、またはモノフィラメン
ト糸で製織し、ポリ塩化ビニール、ポリウレタンなどの熱可塑性樹脂でコーティ
ングします。コーティングファブリックはトラックの防水シート（幌）、防護機能
を持つ作業服や熱気球、アウトドア用のテント、ゴムボートなど、幅広い分野で
使用されています。

レピア織機 R9500 でのコーティングファブリック製織

織幅が360	cmまでのコーティングファブリックにはFPA緯入れシステム（Fee	
Positive	Approach）を装備したR9500が適しています。この仕様のR9500は、最
大1100	dtexまでの無撚糸または線径	0.4	mmまでのモノフィラメント糸を経糸・
緯糸に使用し、１本または2本緯入れで製織する場合に威力を発揮します。

織幅が360	cmを超える場合は、最大機幅540	cmのSK緯入れシステムを装備し
たR9500が	T60	の経糸で高効率の製織を実現します。

コーティングファブリックは目の粗い織物であることが多く、その場合は回転式
の偏向ローラーを使用することで打ち込まれた緯糸が正確に直線状態を維持
し、高精度な製織が可能になります。



適用分野
仮設建築資材

糸の素材
ポリエチレンのマルチフィラメン
ト、またはモノフィラメント

一般的な織幅
FPAトランスファー方式	
：360cm
SKトランスファー方式	
：540cm



コーティングファブリック
コーティングファブリックはコストパフォーマンスが良好なため仮設建築資材に
多用されています。ポリエステルのマルチフィラメント糸、またはモノフィラメン
ト糸で製織し、ポリ塩化ビニール、ポリウレタンなどの熱可塑性樹脂でコーティ
ングします。コーティングファブリックはトラックの防水シート（幌）、防護機能
を持つ作業服や熱気球、アウトドア用のテント、ゴムボートなど、幅広い分野で
使用されています。

レピア織機 R9500 でのコーティングファブリック製織

織幅が360	cmまでのコーティングファブリックにはFPA緯入れシステム（Fee	
Positive	Approach）を装備したR9500が適しています。この仕様のR9500は、最
大1100	dtexまでの無撚糸または線径	0.4	mmまでのモノフィラメント糸を経糸・
緯糸に使用し、１本または2本緯入れで製織する場合に威力を発揮します。

織幅が360	cmを超える場合は、最大機幅540	cmのSK緯入れシステムを装備し
たR9500が	T60	の経糸で高効率の製織を実現します。

コーティングファブリックは目の粗い織物であることが多く、その場合は回転式
の偏向ローラーを使用することで打ち込まれた緯糸が正確に直線状態を維持
し、高精度な製織が可能になります。



コンベアベルト
コンベアベルトの強度部材である基布には、マルチプライのゴムベルトと軽量ゴ
ムベルトの2種類に対応するタイプがあります。

マルチプライのゴムベルトは鉱山や農業で、岩石や砂利などの表面が粗い重量
物を搬送する場合に使用されます。中負荷、軽負荷のコンベアベルトは梱包装
置、食品加工、フィットネス機器などの負荷が比較的小さい分野や高速が要求
される分野に使用されます。

コンベアベルトの基布は次のような3種類に分類されます；

• EPタイプ：	経糸にポリエステル糸、緯糸にポリアミド糸を使用

• EEタイプ：	経糸と緯糸にポリエステル糸を使用

• SPタイプ：	経糸と緯糸にポリエステルのスパン糸を使用

レピア織機 R9500 でのコンベアベルト製織

中負荷、軽負荷のコンベアベルト基布（100～400のEP）には、FPA緯入れシステ
ム（Fee	Positive	Approach）を装備した機幅360	cmまでのR9500が織物品質と
生産性の双方で最適な機種です。R9500の理想的な形状の小さな寸法の開口
が、経糸張力を抑えると同時に強力な筬打ちを可能にし、卓越した織物品質が
得られます。

太番手糸を使用し製織条件が厳しいコンベアベルト基布には、次の二種類の機
構を装備したR9500が最適の織機です。	

• ダブルバックレストローラー：	経糸の高い張力を安定して維持します。

• ダブルプレスローラー：	布の張力を安定して維持します。

コンベアベルト基布には布端を効率的に切断するヒートカッターが適していま
す。また必要に応じて経糸を外部のクリールまたは外付けのワープビームから
供給することも可能です。



プロジェクタイル織機P7300HPでの 
コンベアベルト基布の製織

プロジェクタイル織機P7300HPのRSP、R3型
はEP600を超えるコンベアベルト基布の重負
荷製織を容易に、完璧に実現できる唯一の織
機です。要所を強化した構造とプロジェクタイ
ルによる積極緯入れ方式によって、超太番手
で難織性の糸も圧倒的な速度と効率で織り上
げます。

適用分野
重負荷、中負荷、軽負荷のコン
ベアベルト

糸の素材
PES,	PA,	CO

一般的な織幅
230	cm,	280	cm,	360	cm



適用分野
濾過装置

糸の素材
PES,	PP,	PA	のモノフィラメント

一般的な織幅
最大	260	cm



フィルターファブリック
フィルターファブリックは製薬工場や化学プラントなどの装置産業、空調設備、
自動車、浄水設備などで幅広く使用され、物質の分離や濾過の役割を担いま
す。フィルターファブリックは主としてポリエステル、ポリプロピレンやポリアミ
ドのモノフィラメント糸を使用し、目の寸法を高い精度で仕上げた中密度から
高密度の織物です。

レピア織機 R9500 でのフィルターファブリックの製織

FPA緯入れシステム（Free	 Positive	 Approach）を装備したR9500は広範な種
類のモノフィラメント糸の製織に理想的な織機です。FPAは消極レピアの卓越
した性能と積極緯入れの多機能性を併せ持ち、経糸、緯糸にデリケートなモノ
フィラメントの糸を使用する場合も糸切れを回避して高速で高効率の稼働を実
現します。

ダブルバックレストローラーは伸縮性が小さく張力が大きい経糸にも的確に対
応します。またダブルプレスローラーと強化型のテンプルサポートも布の高い
剛性に抗して張力を一定に維持し、高品質フィルターファブリックの製織に大き
く貢献します。

プロジェクタイル織機 P7300HP でのフィルターファブリックの製
織

ハイエンドのフィルターファブリック製織では織機に大きな負荷がかかります
が、P7300HPの強化型モデルRSP、R3なら超太番手のモノフィラメント糸も容
易に、効率的に織り上げます。



ボルティングクロス
高密度のフィルターファブリック
ボルティングクロスは、超細番手のモノフィラメント糸で高密度・高精度に
製織したフィルターファブリックです。用途によっては特殊な製法や処理
を加えた糸を使用する場合もあります。ボルティングクロスは、医療での
血液濾過、自動車の燃料フィルター、印刷や電子製品のタッチスクリーン
などの特殊な分野で使用されます。

レピア織機 R9500、プロジェクタイル織機 P7300HP での 
ボルティングクロスの製織

イテマはボルティングクロスの製織に特化して特別な筬打ち機構と独自の
開口形状を持つ専用レピア織機R9500を開発しました。最適化したFPA緯
入れシステムがデリケートな糸を完璧に織り上げます。

プロジェクタイル織機P7300HPにもボルティングクロス仕様のタイプを取り
揃えています。⻑年に渡って世界に認められて来たユニークな緯入れ機構
で、高品質のボルティングクロスを卓越した効率で生産します。



適用分野
高度な　特殊用途の濾過

糸の素材
PES,	PP,	PAモノフィラメント

一般的な織幅
190	cm,	280	cm



適用分野
ソイルフィルター、土壁安定・
補強材、盛土補強材

糸の素材
PES,	PA,	PE

一般的な織幅
390	cm,	430	cm,	460	cm,	
540	cm,	655	cm



ジオテキスタイル
ジオテキスタイルは土木工事で土壌の安定を図るために使用される、強靭で高い
耐久性を持つ織物です。代表的な素材はポリプロピレンで、高い抗張力、小さな伸
び率、屋外の環境に適する大きな耐久性が特徴です。ジオテキスタイルを使用す
すれば、舗装面でも非舗装面でも保守コストが削減できます。ジオテキスタイルの
主な用途は土壌の補強と浸食の予防、排水の促進、雨水などの流れの制御、ソイ
ルフィルター、道路補強、盛土補強などです。.

プロジェクタイル織機 P7300HP でのジオテキスタイルの製織

最大機幅655cmまで対応するP7300HPはジオテキスタイルの製織でも大きな
威力を発揮します。他に類例のないユニークなプロジェクタイルによる積極緯入
れ方式が卓越した多機能性を発揮し、ジオテキスタイルに多用される難織性の	
PPテープヤーンでも容易に高品質の織物が得られます。また完璧な交絡によって
補助耳を必要とせず、経糸・緯糸のロスが出ないため大幅なコスト削減が図れる
こともP7300HPの特筆すべき利点です。また35mm幅のタックイン耳を形成可
能で、製織後の仕上工程に大きなメリットをもたらします。土壌補強などに使用さ
れる超高密度のジオテキスタイルにはP7300HPのRSP、R3タイプ最適です。カス
タマイズで15,000 N/mの筬打ち力を確保できます（織幅390	cmまで）。

レピア織機 R9500 でのジオテキスタイルの製織

マルチフィラメント糸を使用したシンプルな織物構造なら、R9500が卓越した生
産性で最高品質のジオテキスタイルを製織します。機幅360cmまでの製織では、	
FPA緯入れシステム（Free	Positive	Approach）と電動緯糸カッターを装備したR9500
が圧倒的な多機能性と高効率を発揮します。



グラスファイバー
グラスファイバー織物は日常生活の様々な場面で使用される製品の重要な要素と
して組み込まれています。大きな抗張力と小さな伸び率、寸法の安定性が特徴で
す。平織、斜子織、綾織、およびそれらの派生組織をはじめとして、非常に幅広い
種類の組織で製織が可能です。また一方向織物やレノ織によるメッシュ生地も生
産されています。グラスファイバー織物の主な用途は；

• 航空機分野：床材、収納庫、座席、エアダクト、荷物室の内張りなどの客室内設
備、および断熱・遮音材などに使用されています。

• 自動車分野：高温に曝され摩耗する環境にあるクラッチディスクやブレーキパ
ッドは、グラスファイバー織物の複合材で補強されています。

• 建築分野：メッシュ生地が建築物の外壁補強や内壁のクラック防止など
に、PVCコーティングされたグラスファイバー織物が蚊帳、防虫網、フィルター
素材などに使用されています。

• 電気、電子分野：プリント基板、配線材料などに使用されています。

• 医療分野：ギプス、テーピング、各種の矯正器具、包帯などに使用されていま
す。

レピア織機 R9500 でのグラスファイバー織物の製織

イテマはグラスファイバーの製織で高性能を発揮するR9500を開発しました。対応
する番手は	5	tex	～	600	tex	で、高速・高効率の製織を実現します。多様な用途を持
つグラスファイバー織物の製織には精緻な動作と同時に強靭な構造の織機を必要
としますが、このR9500では新設計の軽量バックレストローラーが秀逸な応答性を
発揮し、伸び率の小さなグラスファイバーヤーンに的確に対応します。メッシュなど
の目の粗い織物には緯糸の歪を防止する回転式の偏向ローラーが最適です。

そしてFPA緯入れシステム（Free	 Positive	 Approach）が稼働のフレキシビリティー
と多機能性を両立させ、電動カッターの使用でフレキシビリティーがさらに向上しま
す。また、ユニークな機構の電子制御レノ装置ELDが布端に強固なレノ耳を形成し
ます。



適用分野
航空機、自動車、電気・電子機
器、各種産業用、医療用のグラ
スファイバー織物

糸の素材
600	tex	までの
グラスファイバーヤーン

一般的な織幅
170cm	～	360cm

高い耐摩耗性を持つカッターが高
抗張力のグラスファイバーを正確
に切断し、ゴム被覆のテークアッ
プローラーが織り上がった布を確
実に巻き取ります。目的に応じて
特殊低摩擦の緯糸フィーダーも使
用可能です。



適用分野
FIBC（フレコン）

糸の素材
PE,	PP	テープヤーン

一般的な織幅
390	cm



PPバッグ、大型バッグ
（FIBC：フレコン）
フレコン（FIBC：Flexible	 Intermediate	 Bulk	Container	フレキシブルコンテナ
バッグ）と呼ばれるPP製の袋状容器は柔軟な布で作られ、砂、肥料、プラスチ
ックのペレットなど、乾燥したバラ物の運搬や保管に使用されます。

フレコンにはポリエチレン、ポリプロピレンを使用した厚手の織物を使用し、コ
ーティングを施す場合もあります。直径が110cm、深さは100cm	～	200cmで、一
般的な耐荷重は1,000	kgですが、用途によってはさらに多くのバラ物を収納で
きる大型のフレコンもあります。

プロジェクタイル織機 P7300HP でのフレコンの製織

多様な用途に使用されるフレコンの生地には高い品質が求められます。	
P7300HPは世界唯一のプロジェクタイルによる積極緯入れ方式によって、最大
5mm幅の超太番手ポリプロピレンテープヤーンでも効率的に製織できる多機
能性を持っています。また、完璧なタックイン耳の形成で耳領域の密度を高め
て、布端の縫製が容易になります。太番手のPPテープヤーンには、マイクロプロ
セッサー制御で手動調整が不要なP7300HPの敏速応答型プロジェクタイルブ
レーキ（FPB：Fast	Projectile	Brake）が円滑で完璧な緯入れを実現します。また
FPBの使用で保守の工数も軽減されます。



帆布とパラシュート生地
帆布は主として高い引張り強度と大きな縮率を持つポリエステルヤーンで製織し、高密度で
バイアス方向の伸び抵抗が大きい織物です。帆布はスピンネーカー、クルージングセール、レ
ース用セールなど、ヨットや帆船などで幅広く使用され、パラシュートの素材としても使用され
ます。風圧に耐える大きな強度と高い耐候性、大きな縮率が帆布の性能を左右する重要ポイ
ントです。

レピア織機 R9500 とプロジェクタイル織機 P7300HP での帆布の製織

FPA緯入れシステム（Free	Positive	Approach）を装備した	R9500	は対応可能なマルチフィラ
メントポリエステルヤーンの範囲が広く、帆布の製織には理想的な織機です。そして特別に強
化された装置類が高信頼性、高効率、高性能をさらに高めます：

• ダブルバックレストローラー：	小さな伸び率の経糸でも高い張力に的確に対応して高品質
の製織を達成します。

• ダブルプレスローラー：	布を安定して正確に送り、上質な仕上りが得られます。

• 強化型テンプルサポート：	布の張力を一定に維持します。また、織物の構造に応じて全幅
テンプルも使用可能です。

エアジェット織機 A9500 でのパラシュート生地の製織

パラシュート生地のような軽量のフィラメント織物には、エアジェット織機A9500が圧倒的な
性能と生産性、傑出した効率を発揮します。

軽量フィラメント織物の生産では、高抗張力で剛性の高い経糸でも的確な張力補正が可能な
弾性バックレストローラーを装備したA9500が最適の選択です。二本緯入れでリップストップ
（裂け止め）製織が可能で、ポリートノズルによる高速緯入れで圧倒的な生産性が達成され
ます。



適用分野
ヨットのスピンネーカー、パラ
シュート

糸の素材
PES、PAマルチフィラメント

一般的な織幅
最大360cm



適用分野
スポーツウエア、テント、リュック
サック、手提げバッグ、油絵用キャ
ンバス、踏抜き防止の靴底素材

糸の素材
綿、PES

一般的な織幅
170cm	～	230cm



キャンバス地
キャンバス地は非常に耐久性が高い平織の生地で、ヨットなどの帆、キャンプ用
テント、特設の大テント、リュックサック、安全靴、油絵用キャンバスなどに使用
されます。厚手で密度が高く、主に綿の単糸または双糸が使用されます。

レピア織機 R9500 でのキャンバス地の製織

専用の装備を持つ強化型のR9500は広範な種類の重布キャンバス地を完璧
に織り上げます。SK緯入れシステムによって高速で高効率の生産が可能で
す。R9500でのキャンバス地製織には次のような装備が最適です：

• ダブルバックレストローラー：	経糸の高張力を的確に制御します。

• ダブルプレスローラー：	布を安定して正確に送り、上質な仕上りが得られま
す。

• 強化型テンプルサポート：	布の張力を一定に維持します。

この分野での特徴的な用途は、ポリエステルのマルチフィラメントヤーンによ
る踏抜き防止の靴底素材です。高い信頼性を持つR9500はこの特殊なテクニ
カルファブリックの製織で高い品質と高速運転を実現し、傑出した結果をもた
らします。踏抜き防止の靴底素材の製織でこの高性能を支えるR9500の主役
は、FPA緯入れシステム（Free	Positive	Approach）、ダブルバックレストローラ
ー、ダブルプレスローラー、および強化型テンプルサポートです。



医療用ファブリック
4000年以上前に縫合材として最初に使用されてから、現在の手術衣、包帯、血管
や皮膚の移植用のグラフトなどの様々な用途に至るまで、医療用織物は目覚まし
い発展遂げてきました。これは生体組織との類似点が多い繊維の特異性によるも
ので、生体組織に対する織物の親和性が高く、必要な目的に応じた形状、性状の
製品が得られることが重視されるためです。

医療用織物に求められる主要な特性は、強度、剛性、腐食耐性、開存性などで、
綿、亜麻、ポリエステル、ライクラなどの糸が使用されます。

エアジェット織機 A9500 での医療用ファブリックの製織

医療用ファブリックの分野でもイテマのエアジェット織機A9500は幅広い対応力と
高速・高品質の製織でクラス最高の実力を発揮します。

ライクラなどの伸縮性の糸が医療用ファブリックには多用されます。イテマが特許
を有し、伸縮性の緯糸に特化した装置BLC（Brush	Lycra	Clamp	Nozzle：ライクラ
ブラシクランプノズル）を装備したA9500は伸縮性の緯糸を完璧に扱い、可動部品
無しで緯糸を正確に支持するBLCノズルによって卓越した品質と高い信頼性が得
られます。電子制御レノ装置ELDもイテマの特許装置です。先進的な構造でセルフ
クリーニング機能を持ち、レノ糸スプールのワインディングが不要で最高速度の運
転でも完璧なレノ耳を形成します。そして運転コストも大幅に削減されます。

また同じくイテマの特許装置である	iREED® もオプションで装備可能です。新し
くなった筬トンネル形状とリレーノズルの位置が筬チャンネル内のエアフローを最
適化し、太番手糸でのエア消費量を削減します。

全筬幅対応タッキング装置が筬の在庫の種類を削減し、織機のフレキシビリティ
ーを向上させます。



適用分野
ガーゼ、体内埋込用医療資材

糸の素材
綿、PES、伸縮性の糸

一般的な織幅
360	cm



適用分野
シートベルト、カーシート

糸の素材
PES、ナイロン、タスラン加工糸

一般的な織幅
190cm	～	220cm



自動車用ファブリック
自動車にはカーシート、シートベルト、床マット、サイドパネル、天井内張りなど、
内装の様々な部分に繊維製品が使用され、その量は1台当たりの平均で45平方
メートルに達します。

自動車の内装材で重視される特性は耐久性、防水性、および外観です。ポリエ
ステル、ナイロン、タスラン加工糸からウールのような天然素材まで、幅広い種
類の糸が使用されます。自動車もファッション性が重視される傾向にあり、今後
はカーシートにテキスチャード糸やファンシー糸、シェニールなどの使用が広が
ると予想されています。

レピア織機 R9500、エアジェット織機 A9500 での
自動車用ファブリックの製織

FPA緯入れシステム（Free	Positive	Approach）を装備したR9500は最高の多機
能性を持ち、ファンシー、テキスチャード、フロック、シェニール、ブークレ、モノフ
ィラメントなど、自動車用ファブリックに使用される幅広い種類の糸を多彩なパ
ターンで完璧に織り上げます。

イテマ織機のユニークな開口形状が、高品質で秀逸な風合を持ち均一な外観
を呈するハイレベルの自動車用ファブリックを製織します。

目的に応じて標準型のテンプルと全幅テンプルを交換して使用可能で、交換作
業も容易です。

シンプルな構造の自動車用ファブリックでは、エアジェット織機A9500が完璧な
品質を維持しながら傑出した高速、高効率を発揮し、生産性が飛躍的に高まり
ます。



レノ織物
レノ織物は、2本の経糸が交差して緯糸を固定することで薄手でも大きな強度
が得られるレノ組織で製織された織物です。レノ組織は目の粗いメッシュシート
でも経糸と緯糸が強固に交絡するため、目ズレの発生がほとんどありません。
建築用資材から梱包材やファッション素材まで、レノ織物は幅広い分野で使用
されています。

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でのレノ織物の製織

高速運転が可能なレノ装置を装備すれば、イテマの３種類の緯入れシステム
のいずれでも、レノ織物（メッシュシート）を効率的に製織可能です。



適用分野
グラスファイバー、FIBC、カー
ペット第2基布、オニオンバッ
グ、防雹シート

糸の素材
PE、PA、PPのテープヤーン、ま
たはスパン糸

一般的な織幅
使用目的によって様々です



世界の6か所

イテマキャンパスの拠点：

イタリア（コルツァーテ）

中国（上海）

日本（大阪）

米国（スパータンバーグ）

インド（コーヤンブットゥール）

パキスタン（ラホール）



イテマキャンパス 
研修センター
お客様との永続的なパートナーシップを維持し高めてゆくには、織機の全寿命
に渡って様々なサポートをお届けすることが重要と考えています。世界各地に
熟練したフィールドエンジニアを配置し、お客様のご要望にお応えできる体制
を整えています。:

 – 機械、電子、またはテキスタイル固有の問題に対して的確に対応しま
す。

 – 目的にジャストフィットする改造キットを取り揃えています。
 – 織機の性能、運転コスト、織物品質などの分析や提案を行います。

イテマは研修センターの新たなコンセプトを樹立し、従来にも増してお客様の
個別のニーズに適合して高度な技術を的確に習得できる様々なコースを用意し
ています。イテマキャンパスには最新鋭の織機をはじめ、的確な技能習得のた
めの様々な設備を取り揃え、お客様のご参加をお待ちしています。分野に応じ
た熟練のエンジニアが講師を務め、イテマの織機のポテンシャルを最大限に発
揮させるための様々なノウハウを提供しています。

織機の機種毎の基本知識や取扱からテキスタイルに関する知識までを全般的
に習得できるコースから、お客様の個別のニーズに合わせた内容の専用コース
まで様々なカリキュラムを取り揃えています。また、お客様の現場で実施するオ
ンサイトトレーニングもご要望に応じて実施します。

各地の研修センターの詳細はイテマのウエブサイトでご覧ください。このサイト
から各コースへの参加のお申込も可能です：

www.itemagroup.com/training

なお、日本では従来通りに年間の研修コース予定をお届けし、電話・FAXなど
での直接のお申込を承っています。
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