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 省エネルギー

的確な潤滑システムと主要な機構部
品を最適化することで、エネルギー消
費が大幅に削減されています。

 オイル冷却装置付 
ダイレクトドライブモーター

R9500² はオイル冷却装置付ダイレク
トドライブモーターを標準装備し、保
守工数の低減とエネルギー節減が両
立します。

 強靭な構造

大きな強度を持ちながらコンパクトに
まとまった構造によって高い信頼性を
確保し、振動を効果的に抑制すること
で卓越した性能を発揮します。

 緯糸カッターの幅広い選択肢

機械式緯糸カッター 
長年に渡る実績を持つ、高信頼性・高
効率のカッターです。

ロトカット
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。全ての緯糸を
同じタイミングで切断することで最高
の品質と効率を達成します。

電動緯糸カッター
傑出した多機能性と高効率を有し、
複雑なスタイルの製織や異番手緯入
れ等で威力を発揮します。

 QRP

イテマ品質の証、QRPの対象機種です。

1

2

3

4

5

 SK 緯入れシステム

究極の流線形に成型しセラミックコー
ティングを施したレピアヘッドが多機
能と高速運転を可能にし、卓越した
高性能と傑出した織物品質を実現し
ます。

 FPA緯入れシステム 
（Free Positive Approach）

開口内にガイド部材が無いため、極
端に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を達成で
きます。傑出した多機能性によってフ
ァンシーヤーン、マルチフィラメント
ヤーン、モノフィラメントヤーンなど
の幅広い種類の糸を完璧に織り上げ
ます。

 イテマの独創的な開口形状

イテマの開口形状が同種の織機で最
高であることは世界的に知られてい
ます。開口寸法を必要最小限に抑え
ることでスタートマークが大幅に減
少し、最高速度の運転でも卓越した
織物品質と秀逸な風合いが得られま
す。 
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 使い易さが さらに前進

織機の各部に手が届きやすいよう
にフロントフレームの高さを下げ、こ
れによって日常的に必要な糸切れ修
復などの作業効率がさらに向上しま
す。

 最新世代のコンソール

最新世代の高性能・高感度コンソー
ルは、敏速な応答性と最高レベルの
信頼性を実現し、織機の全ての機能
をコントロールできます。

 新型FPAレピアオープナー

この装置によって、必要な設定作業
が工具を使用することなく簡単な手
順で完了します。

  iMANAGER

これまでは織機の効率や稼働状況
を監視することは容易ではありませ
んでした。しかしイテマの新型の工場
管理システムiMANAGERを使用すれ
ば、PCやモバイル端末から各織機の
設定データや集計データに容易にア
クセスが可能になり、効率的な管理
が行なえます。
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比類ない
低コストと高性能

秀逸な
織 物 品 質

群を抜く
使い 易さ



R9500² レピア織機

イテマのベストセラーレピア織機R9500の第2世代が登
場しました。近年で最も成功したレピア織機がさらにレ
ベルアップし、卓越した性能で最高品質の織物生産を実
現します。

イテマR9500は2012年の発売以後、生産速度・多機能性・
使い易さで急速にその地歩を固め、織機についての新しい
基準を樹立しました。販売は非常に好調で五大陸全てに渡
る60か国に多数のR9500が納入されています。

クラス最高レベルの性能を発揮するよう設計されたレピア
織機R9500には、世界が認めるイテマの奥深いノウハウが
余すところなく注ぎ込まれ、独自開発のレピアが広範な種
類の糸とパターンで比類ない高品質織物を生産します。

最高の信頼性を発揮する電子制御、振動を効果的に抑
制する強靭な構造、そしてその他の様々な長所によって
R9500は製織の歴史の中で傑出した高評価を博しているレ
ピア織機です。

そして今、織機の主要な機能をさらに向上させた第2世代の
R9500² が登場し、レピア織機の新たな技術基準を樹立し
ます。

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、R9500² では操作・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。

R9500²:  最善に限界はありません

これまで製織は決して簡単な工程
ではありませんでした。しかしイ
テマのレピア織機R9500² 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

効率的な集中給油方式 オイル冷却装置付 ダイレクトドライブモーター



大幅なエネルギー節減

的確な潤滑システムを採用し、生産技
術の追求と高精度の社内加工で製造
される高性能部品によってエネルギ
ー消費が効果的に削減され、確実な
コスト低減につながります。

オイル冷却装置付 
ダイレクトドライブモーター

シンプルな構造、高信頼性、メンテナン
スフリー、そして高いエネルギー効率

R9500² はオイル冷却装置付のダイレ
クトドライブモーターを標準装備し、
保守工数の低減とエネルギー節減を
両立させています。オイル冷却装置は
効率的な放熱によってモーターの温
度を下げることで機構の寿命を延長
し、性能向上を実現するとともにエネ
ルギー消費を削減します。

実稼働検証でも当社の従来機種に比
べて大幅な消費エネルギー節減が確
認されたR9500²は、現在で最もエネ
ルギー効率の高いレピア織機です。

モーターは電子制御のブラシレスタ
イプで、コンソールから簡単に回転数
変更ができます。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、保守工数を削減しています。

さらに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、コンソ
ールから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。

効率的な集中給油方式

織機の各部を潤滑する集中給油装置
も消費電力が節減され、二重のフィル
ターを介してメインタンクから吸い上
げたオイルを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
を経て完成した給油装置の駆動機構
は機械的ロスが小さく、油温も低減さ
れ、各部の機械部品の寿命を大幅に
延ばします。

また共通制御コンセプトのNCPシステ
ム（New Common Platform）がオイル
の圧力と温度を常時監視し、最適に制
御することで稼働の信頼性がさらに高
まっています。

強靭で高精度のマシンフレーム

R9500² のマシンフレームは重負荷に
耐える強靭な構造で、最高速度の運
転でも振動を低レベルに抑制します。
パワフルな駆動装置をフレームの主桁
に取付け、可動部品の質量バランスを
適切に制御することで、重負荷や非対
称パターンの製織でも特別な対策は
不要、保守コストも最小限に抑えられ
ます。

スレイ機構とバックレスト装置は織
機の重要な要素です。独創的なスレ
イデザインが高速性と多機能性を高
め、バックレスト装置が経糸張力を
抑制してクリアな開口を可能にしま
す。R9500² はフレキシブルな構造を
持ち、ファンシービームやネームジャカ
ードの搭載も可能です。

強靭さ、高効率、そしてコスト削減



さらに向上した使い易さ

進歩した筬打ち機構



現在市販されている織機の内で 
最小の設置面積

設置面積が小さいR9500² の導入によ
って製織工場のスペースを最大限に有
効活用することが可能です。

コンパクトな外形寸法、大幅に抑制さ
れた騒音と振動、そしてエネルギー消
費と性能の秀逸なバランスは大きな
特徴ですが、R9500² が現在の織機市
場で群を抜く存在である理由はこれ
らに限りません。

R9500² は使い易さにも重点を置いた
織機です。カバー類を極力なくすこと
で、織機の各部分での稼働中の作業
や保守作業が容易になっています。

さらに向上した使い易さ 

R9500² は織機の各部に手が届きやす
いようにフロントフレームの高さを下
げ、これによって日常的に必要な糸切
れ修復などの作業効率がさらに向上
します。

進歩した筬打ち機構

R9500² の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、超重布の製織に新たな
可能性を開きます。

強靭さ、高効率、そしてコスト削減



同種の織機で最高の開口形状

ターボプロップ： 独創的なレピア駆動システム

画期的なSK緯入れシステム

FPAレピアオープナー



同種の織機で最高の開口形状

独創的なイテマの開口形状は、最高
速度の運転でも卓越した織物品質が
得られるよう開口寸法を必要最小限
に抑えています。最小の開口寸法は
次のようなメリットをもたらします。

• 第1綜絖枠と筬の間隔が狭まること
で高速運転が可能になり、ヘルドと
綜絖枠の寿命を延長

• 筬打ちストロークが最大化され、筬
打ち力が増大すると同時に重布へ
の対応力が向上

完璧な織物品質を得ることを目標とし
て、全ての構成部品が十分な研究を
経て設計されています。

ターボプロップ：  
独創的なレピア駆動システム

R9500² には、かつて名声を博したイ
テマのプロペラドライブシステムを源
流とする新たなレピア駆動装置、ター
ボプロップを搭載しています。この装
置はプロペラドライブのコンパクトな
寸法を引継ぎながら可動部品を最小
限に留め、さらに高い信頼性と保守工
数の低減を実現しています。

ターボプロップのその他の特長は、

• 機構をサイドフレームに固定するこ
とで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

• 標準装備で全ての摺動部分に直
接・動的に給油

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
を行なうターボプロップはR9500² の
真髄です。

画期的なSK緯入れシステム

ガイドフック付きのSK緯入れシステム
は高速運転と多機能を目的に設計さ
れ、広範な種類の糸に対応する最も
先進的な緯入れ機構です。超軽量で
セラミックコーティングを施した一体
型のレピアを使用したSK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。

SK緯入れシステムのその他の特長は、

• 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装
置を組み込み、確実な緯糸把持と
開放を実現

多機能なFPA緯入れシステム

FPA緯入れシステム（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
緯入れシステムです。ハイレベルで複
雑なデザインも余すところなく織物に
再現します。

FPA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。さらに極細番手や高張力の糸を使
用するテクニカルテキスタイルやマル
チピックインサーションでも完璧な威
力を発揮します。

FPAレピアオープナー

F P A 緯 入 れシ ステ ムを 装 備 した
R9500² には、新型FPAレピアオープナ
ーを搭載しています。この装置によっ
て、必要な設定作業が工具を使用する
ことなく簡単な手順で完了します。

最高の緯入れシステム



緯糸カッターの幅広い選択肢： 電動緯糸カッター

緯糸セレクター緯糸カッターの幅広い選択肢： ロトカット



緯糸カッターの幅広い選択肢

あらゆる製 織に的 確に対 応 するた
め、R9500² には3種類の緯糸カッター
が準備されています：

機械式緯糸カッター

長年に渡る実績に裏付けられた高信
頼性・高効率のカッターです。

ロトカット

ロータリーブレードを装備し、緯糸を
最適のタイミングで切断します。ロトカ
ットは緯糸をクランプした後、全ての
緯糸を完璧に同じタイミングで切断す
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

電動緯糸カッターは厳しい条件の製
織にも対応できる装置として開発され
ました。複雑なスタイルや異種の糸の
混合緯入れには理想的なソリューショ
ンです。マイクロプロセッサーによる
先進的な制御システムで多機能性と
高効率を実現し、緯色ごとに独立した
切断タイミングを設定可能です。電動
緯糸カッターは効率を向上させ機能
性を拡張し、そしてロスを最小限に抑
える精巧な装置です。

緯糸セレクター

4色、8色、12色の３タイプを取り揃え
ています。

最高の多機能性と信頼性を有するメ
ンテナンスフリーの緯糸セレクターは
マイクロプロセッサーで精密に制御さ
れます。

各フィンガーのストロークを微調整す
ることで、緯糸にかかる負荷を軽減す
ると同時に隣接する緯糸との干渉を
完璧に防止します。コンパクトな形状
によって選択した緯糸を切断位置の
直近まで近づけることが可能で、確実
な制御が実現します。

緯糸セレクターが手の届きやすい位
置に取付けられているため、緯糸切れ
の修復やスタイルチェンジの作業が
容易で、ダウンタイムの削減に貢献し
ます。

最高の緯入れシステム



レノ耳、補助耳装置－ISD 卓越した織物品質： 直感的で分かり易い画面

進化した経糸送出し装置とテークアップ装置



R9500²  の真髄はその多機能性で
す。様々な装備によって膨大な種類
の製織分野に的確に対応し、テキス
タイル市場の新分野を最高の品質・
最高の速度・最高の効率で切り拓く
ことができる完璧なソリューションが 
R9500² です。

進化した 
経糸送出し装置とテークアップ装置

R9500² は電子制御の経糸送出し装
置とテークアップ装置を装備していま
す。ギヤ装置は信頼性が高いオイル
バス方式です。緯糸密度はコンソール
から簡単に設定可能です。また複数
本のワープビームを装備する場合も全
てが電子制御されます。

レノ耳、補助耳装置－ISD

R9500² では耳装置とレノ装置にも共
通の駆動機構を採用しています。

ISD装置は補助耳の閉口角度と綜絖
パターンを独立してコンソールから設
定可能で、ブラシレスモーターを使用
しているため定期的な清掃以外の保
守や調整の作業は不要です。

卓越した織物品質

イテマの独創的な開口形状は、最高
の製織速度と卓越した織物品質を可
能にしています。

最適の開口形状によってスタートマー
クの発生が激減し、R9500² の織物品
質向上に大きく貢献することは世界中
のお客様から高く評価されています。

さらにイテマが開発したスタートマー
ク防止の専用ソフトウエアによって、
複雑な組織の織物にも的確に対応し
ます。またダイレクトドライブモーター
によって織機の始動と停止の動作時
間が短縮され、筬が所定の位置に保
たれることもスタートマーク防止に役
立っています。

また、マイクロプロセッサーによる経
糸送出し装置とテークアップ装置の常
時監視によって、開口が適切な形状に
維持されることも、スタートマーク防止
の強力な手段です。R9500² はB反の
発生を極限まで抑制できる戦略的な
製織ソリューションです。

クイックスタイルチェンジ

スタイルチェンジで発生するダウンタ
イムの徹底した削減もR9500² の大き
な特徴です。スタイルチェンジに関係
する全ての部品は、作業の容易化・迅
速化を達成し、所要時間を短縮でき
るよう設計されています。

• ワープビームと経糸検知装置のワ
ンタッチ脱着機構を全機種に標準
装備

• 綜 絖 枠 の 連 結 機 構 に は D R C 4 
または DRC10 クイックカップリング
を採用

• １本のサポートに取付けられたテ
ンプルはどちらの方向にも容易に
移動可能で、スタイル設定や織幅
変更の時間を大幅に削減

• ワープビームとクロスローラーに電
子制御の駆動装置を採用している
ため脱着が容易

使い易さがもたらす高品質



多彩な耳装置： エアタッカー

電子制御でのクロシングポイント設定

イテマ製 電子制御 緯糸ブレーキ

効果的な冷却装置： LoomCooler



多彩な耳関連装置

R9500² では豊富な種類から個々の生
産に最適な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や
機械式およびエア駆動のタッキング装
置が使用可能です。

エアタッカーは織物品質を高めると同
時に、タックイン耳の幅を大幅に短縮
できるため緯糸ロスの削減に大きく貢
献します。

電子制御 緯糸ブレーキの 
オプション装置

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。

この装置はコンソールからの設定で緯
糸ごとにブレーキの動作を個別に制御
できるため、強度の低い糸の場合に特
に効果的です。

緯糸ブレーキは専門メーカー製も使用
可能ですが、イテマが開発した電子制
御の緯糸ブレーキなら緯入れサイクル
中の異なる領域でのブレーキ動作が
設定可能です。

効果的な冷却装置： LoomCooler

R9500² にはオプションで集中給油の
潤滑油を冷却する装置（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効
率的に放散することが基本の目的で
すが、廃熱を回収して再利用すること
で工場全体の稼働コストを低減し、環
境への配慮も達成できる装置です。

電子制御での 
クロシングポイント設定 

閉口タイミングはコンソールで簡単に
正確な設定が可能なため、作業の手
間が省略できるだけでなく織物品質
の向上にも貢献します。

使い易さがもたらす高品質



最新世代のタッチスクリーンコンソール

革新的な制御機能 iPOS

診断機能を内蔵

iMANAGER：イテマの工場管理システム



最新世代の 
タッチスクリーンコンソール

R9500² は最新世代の高感度で強力
なコンソールを装備しています。

入力された指令にハードウエアが即応
し、電子制御の共通プラットフォーム
であるNCPシステムはこのコンソール
によってそのメリットを最大限に発揮
します。

フルカラーの画面は人と織機のインタ
ーフェースであり、直感的に理解でき
る表示によって目的の機能や情報に
容易に到達できます。

最新鋭のテクノロジー

ユーザーインターフェースはLinuxを
搭載した最新鋭のマイクロプロセッサ
ーが制御しています。イテマの対話機
能オプションの搭載でイーサーネット
を通じて工場のネットワークやインタ
ーネットへの接続が可能になります。
また一般のUSBメモリーを使用して織
機の設定データの保存や転送が容易
に行えます。

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
R9500² 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 

iPOS （Intelligent Production 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。

iMANAGER： 
イテマの工場管理システム

iMANAGERはPCで工場内の織機の
データを統合管理するイテマの最新
システムです。

このシステムによって各織機のデータ
にタブレットやスマートフォンで離れた
場所から簡単にアクセスすることが可
能になります。内蔵のスロットにSIMカ
ードを挿入すればウエブサーバーを介
してiMANAGERが使用可能になり、
織機の状態や各種の設定値をリアル
タイムでチェックできます。

また織機の集計データの閲覧やエク
セル形式でのダウンロードも可能で、
織機の運転状態を正確に把握できま
す。

さらに工場全体の効率を簡単に閲覧
でき、織機のスタイルデータの保存場
所にアクセスして所定の織機に転送
することも可能です。 

傑出した使い易さ



主な仕様
公称機幅 SK緯入れシステム 170-190-210-220-

230-260-280-300-
320-340-360-380-
400-430-460-540 

FPA緯入れシステム 170-190-210-220-
230-260-280-300-
320-340-360

織幅縮小 SK緯入れシステム 標準仕様 60 cm  
オプション 100 cm

FPA緯入れシステム 標準仕様  100 cm
糸番手範囲 スパン糸 Nm 200～Nm 3 

FPA緯入れシステムで
は ～Nm 1

フィラメント糸 22 dtex～ 3,300 dtex 
FPA緯入れシステムで
は 8 dtex ～

緯入れ関連装置
電子制御 
緯糸セレクター

4色、8色、12色

電子制御 
緯糸テンショナー

イテマ製  
電子制御緯糸ブレーキ

オプション装備

ROJ TEC  
電子制御緯糸ブレーキ

オプション装備

LGL ATTIVO  
電子制御緯糸ブレーキ

オプション装備

緯糸検知装置 ROJ TE 500 標準装備
DIGITAL オプション装備
MAESTRO オプション装備

緯糸カッター ロトカット 標準装備
機械式緯糸カッター オプション装備
電動緯糸カッター 
（緯糸個別の動作設 
   定可能）

オプション装備

強化型サクション装置 オプション装備

経糸送出し装置
ワープビーム巻径 800、1000、1100 mm 標準装備
広幅織機用ツインビーム オプション装備
上部ビーム オプション装備
下部ダブルビーム 600 + 600 mm または  

500 + 700 mm
オプション装備

バックレストローラー シングル 標準装備
ダブル オプション装備
テクニカルファブリッ
ク用 強化型ダブル 
バックレストローラー

オプション装備

ワープテンショナー オプション装備
経糸検知装置 電気式６列 

（ピッチ 25 mm 
   または 30 mm）

電気式８列 
（ピッチ 16 mm）

標準装備

12 列（ピッチ12 mm） オプション装備
捨耳用 小型検知装置 オプション装備

テープアップ装置
電子制御 
テークアップ装置

クロスローラー 
最大巻径 550 mm

標準装備

最大巻径1,500 mm
までのバッチワインダー

オプション装備

シングルプレスローラー 標準装備
ダブルプレスローラー オプション装備
クロスエキスパンダー 
（部分的な溝切り有り）

標準装備

クロスエキスパンダー 
（平滑タイプ）

オプション装備

低密度用 
織前側回転ローラー

オプション装備

検反用照明 筬領域のLED ランプ オプション装備
検反領域の 
LED ランプ

オプション装備

緯糸密度 5～400 本/cm 標準装備
1～20 本/cm オプション装備



メインドライブ
メインモーター オイルクーラー付ダイ

レクトメインモーター
（ドビー、タペット、 
   ジャカード仕様用）

標準装備

綜絖ドライブ DRC10型  
綜絖枠カップリング

標準装備

DRC10-QFC型  
綜絖枠カップリング 

オプション装備

DRC4型  
綜絖枠カップリング 

オプション装備

綜絖レベリング機能 標準装備
Loomcooler 
（ルーム・クーラー） 

オプション装備

開口装置

(*) 綜絖枠最大枚数

ストーブリー製ドビー 
3020 または 3060  
(*) 20枚
ストーブリー製ドビー 
3224  
(*) 24枚
ストーブリー製 
タペット装置 1692  
(*) 8枚
電子ジャカードとのカル
ダンシャフト連結機能 

ジャカード仕様の標準

独立駆動の電子ジャ
カードとの連結機能 

オプション装備

ネームジャカードとの
連結機能

オプション装備

スレイドライブ 一体型カムユニット 
（公称機幅に応じて 
    2～4ユニット）

操作ディスプレー 最新世代のカラー表
示タッチスクリーンコ
ンソール

標準装備

オプション装置 コントロールボックス
の電源取出口 
（220V-16A） 

オプション装備

コントロールボックスの
ワープビーム操作ボタン 

オプション装備

R9500² の主な仕様

耳形成装置
ISD レノ耳装置  オプション装備
左右および中間のエアタッカー オプション装備
左右および中間の機械式タッキング装置 オプション装備
ヒートカッター オプション装備
全幅テンプル オプション装備
ELD 電子制御レノ装置 オプション装備

データ通信と管理機能
診断機能 標準装備
パラレルインターフェース 
（単一方向データ通信用） 

オプション装備

シリアル VDI インターフェース 
（双方向データ通信用）

オプション装備

イーサーネットインターフェース 
（iMANAGER用） 

オプション装備

iPOS  オプション装備



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 5660 mm
3200 mm 5860 mm
3400 mm 6060 mm
3600 mm 6260 mm
3800 mm (*) 6460 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の各機
種は SK緯入れシステム仕様のみです。

奥行 (B)

800 mm ワープビームの場合 1920 mm (**)
1000 mm ワープビームの場合 2062 mm (**)
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 S08R9500²

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

緯色数

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 (*)

(*)  上記のシングルビームまたはツインビームとの組み合わせで使用できます。



イテマ品質の証

近年で最も成功を収めたレピア
織機が第2世代になり、省エネ
ルギー性・織物品質・使い易さ
が、さらに大きく向上しました。



レピア



世界の 6 か所に 
イテマキャンパス
を設置しています：

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： コインバトール
パキスタン： ラホール



研修センター
イテマキャンパス
織機のライフサイクルの全期間に渡って様々な支援を提供することでお客様との
間に築かれるパートナーシップは、当社の事業にとって非常に重要な要素です。

熟練したアフターサービスチームがお客様のご要望に迅速に応え、互恵的で永
続的な関係を構築します。

 – テキスタイル関連、電子制御関連、機械関連の問題に迅速に対応します。

 – お客様の現状に即した改造キットを提案します。

 – 製織の効率、運転コスト、織物品質などの分析と提案を行ないます。

イテマは研修センターの新しいコンセプトをスタートさせました。お客様の事情
に合わせた様々な研修コースを準備し、世界の各地で実施しています。

イテマキャンパスでは常に最新機種の織機を設置し、効率的な環境で正確な
学びの環境を提供します。イテマのエキスパートが研修を担当し、お客様の織
機が最高の性能を発揮できるよう様々な方向から支援します。

お客様の事情に合わせた内容の特別コースや、お客様の工場で行なうオンサイ
ト研修も実施しています。

研修の内容や開催予定についてはイテマウィービングジャパンの技術部までお
問合せください（日本では旧機種の一部についての研修も実施しています）。

イテマキャンパスの詳細は www.itemagroup.com/training をご覧ください。



  イテマ R9500² 導入されたお客様

QRコードを読み取って各お客様の紹介ビデオをご覧ください  



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
通じて常に先端の製織ソリューショ
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



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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