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御社の製品を卓越した存在にできるのは、
イテマのテクノロジーです

イテマの織機は最新の市場動向に合致した先端技術
を世界中のお客様にお届けしています。群を抜く性
能と高い環境効率、そしてテキスタイルについての
高度な専門技術は、イテマとのお付合いで直ちに実
感していただけます。

FEEL
ofof ITEMA TECHNOLOGY

THE  ADDED  VALUE

ここから
詳細を

ご覧ください





タオル製織に特化した
レピア織機

快適な手触り

極上の肌触り

行き届いた心づかい

快適な旅の必需品

優しく包み込まれる柔らかさ

これらは全て、タオル地がもたらすイメージです

タオル地は、小さなパイルが大きな

吸水性を持つと同時に迅速な乾燥

が可能な機能性織物です。また耐久

性に優れた高品質の織物でもあり

ます。
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ハイクオリティータオルの製織でイテマ R9500terry は業界の先頭を走り続けています。世界の多くのタオルメー

カーに認められ、35 か国で多数の機台が稼働しています。

そして今、R9500terry は第２世代に成長し、テキスタイル性能・環境効率・運転性能がさらに進歩を遂げています。

2015 年発売の R9500terry は最高の品質と抜群の多

機能性を高い効率と可動率で達成し、タオル製織で

の理想の基準を示す存在でした。R9500terry の第 2

世代はそれらの利点をさらに前進させた最新鋭モデ

ルです。

R95002terry は
QRP マークを表示しています。

品質・信頼性・性能の全てにおいて高いレベルを

達成している証が QRP マークです。

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。

 ＿ 秀逸なテキスタイル性能は R95002terry の最も重要な特質です

独自の機構を持つイテマのパイル形成装置はさらに磨きがかかり、生産性・使い易さ・織物品質の全ての点で
大きく進化しています。市場初の積極・消極併用の制御方式によって最適のパイルの張力を実現し、卓越した
織り上がり品質が得られます。

高度な機能を持つ装置と秀逸な制御システムによって、デザイナーの創造性を余すところなく織物に再現でき
ます。ボーダー製織中の経糸張力は最新世代のコンソールから容易に設定できます。またバックレストローラー
がパイル糸の張力を低く、地糸の張力を最適に制御することも織り上がりの品質確保に大きく貢献しています。

 ＿ 環境効率は R95002terry のもう一つの大きなメリットです

イテマの織機が独自の構造で高い制振性を有していることはよく知られていますが、オイル冷却方式のメイン
モーターと最適化された潤滑システムがエネルギー消費を削減し、放熱性能を高めています。またパイル形成
機構の最適化によってローラー本数が従来機より削減されたことで作業スペースに余裕が生じ、使い易さが向
上するとともにスタイルチェンジの所要時間が短縮されます。

 ＿ 先進テクノロジーで合理的な稼働状態を実現します

織機の効率と稼働状態をモニターするのは容易なことではありませんでしたが、イテマの工場管理システム
iMANAGER を使用すれば各織機のデータや集計値に簡単にアクセスし、管理できます。また、イテマの長年に
渡るタオル製織の実績から得られた深遠な知見をフルに活用した開発によって、卓越した織物品質と製織効率
が達成されます。

イテマの R95002terry：最高の信頼性と圧倒的な実績

そして確立されたテクノロジーがタオル製織をさらなる高みに押し上げます
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  ボーダー製織中の経糸張力変化
 ボーダー製織中の経糸張力はコンソールで

の簡単な操作で正確に設定できます。これ
によってデザイナーの創造性を余すところ
なく織物に再現できます。

 iMANAGER
 織機の効率と稼働状態のモニターは容易で

はありませんでした。しかしイテマの新し
い工場管理システム iMANAGER を使用す
れば各織機のデータや集計値にＰＣや携帯
端末から簡単にアクセスし、管理できます。

  最新世代のコンソール
 最新世代のコンソールを装備し、使い易さが

さらに向上しています。応答性良好で信頼性
の高いタッチスクリーンで様々な設定が容
易・確実に行えます。

  さらに向上した織物品質と 
最適のテンプル張力

 可動式クロスサポートはパイル形成と筬打ち
動作中のクロスフェル位置を精密に制御し、
完璧なパイルを形成してハイレベルの織物品
質を実現します。また、布の上面に配置した
テンプルが布端の張力を最適に制御します。

  SK 緯入れシステム
 広範な種類の緯糸に対応し、摩耗も最小限

に抑制されます。

 緯糸カッターと布カッター
 豊富なバリエーションから目的に最適な種

類を選択できます。

  省エネルギー
 潤滑システムと主要機構の最適化で大幅な

省エネルギーを実現しています。
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タオル製織用レピア織機

環境効率

生産性

テキスタイル性能

  最適化されたパイル形成ユニット

 積極・消極を併用した制御方式のパイル形成ユ
ニットが、ピーク張力を抑制しながらパイル糸
を最適な張力に制御することで傑出した織物品
質が得られます。

  画期的な経糸検知装置

 スタイルチェンジの所要時間が短縮されます。

  人間工学の適用で容易な取扱いを実現

 新設計のパイル形成ユニットではローラー本数
の削減で作業性が大幅に向上し、設定時間も短
縮され、作業工数の節減と生産性の向上に貢献
します。

  クラス最高のパイル形成

 パイル糸用バックレストローラーは糸張力の抑制で高品質
を達成します。また軽量型の地糸用バックレストローラー
で応答性を高め、地糸の張力を最適な状態に維持します。

 オイル冷却方式のダイレクトドライブモーター

 R9500²terry ではオイル冷却方式のダイレクトドライブ
モーターを標準装備し、保守工数の軽減とエネルギー消費
の削減を両立させています。

  ACIMIT グリーンラベル認証

 R9500²terry はイタリアのテキスタイル機械協会が設定し
た環境効率についての厳しい基準をクリアし、グリーンラ
ベル認証を得ています。
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最適化されたパイル形成ユニット： 

高品質タオルのキーポイント

市場初の積極・消極を併用した制御方式のパイル形
成ユニットが経糸張力を完璧に制御し、ピーク張力
を抑制することで、卓越した品質のタオル地を織り
上げます。この新機構は従来型と同様に動作の消極
補正を維持しながら、新装備の回転バーを固定した
スクエアバーを駆動する複数のレバーの連携動作に
よって、開口と筬打ち動作中のピーク張力を抑制し
理想的な張力制御を実現しています。

R9500R950022terry の心臓部

このような高度の制御も、最新世代のコンソールで
容易・正確に設定できます。またボーダー製織中に
異なる張力やプリーツ効果、超低張力を設定するこ
とも可能です。

テ
キ
ス
タ
イ
ル
性
能
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ターボプロップ：独創的なレピア駆動システム

R95002terry はイテマのプロペラ駆動システムをさら
に磨き上げた新機構で、最小限の可動部品とコンパ
クトな形状で高い信頼性と保守コストの削減を達成
しています。

この装置の特徴は、
● 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。

画期的な SK 緯入れシステム

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
と解放を実現

SK 型レピアは摩耗耐性が非常に高く、極端な重布で
も高速製織が可能な高性能を発揮します。

クラス最高のパイル形成： 
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軽量のローラーを採
用し、地糸張力の検知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、敏速な作動で経糸張
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抑制し、スムーズな開口
動作を実現します。

創造的なデザインを忠実に実現
R95002terry のパイル形成機構は、多彩な機能によっ
て織物デザインの自由度を最大限に広げます。ボー
ダー製織中に経糸張力を変化させることもコンソー
ルから簡単に設定でき、プリーツ効果、超低張力の
設定も可能です。

緯糸方向での長短パイル（7 ピック組織）や異なるパ
イル長の同時製織、バスケット織りなどは、このパ
イル形成装置で実現できる製織の例です。
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エネルギー削減と
良好な作業性
環
境
効
率
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さらに改善された作業性

人間工学を重視した新設計のパイル形成ユニットで
作業性が大幅に改善されています。標準仕様とパイ
ル糸消費計測ローラー装備のいずれでもローラーの
本数を削減し、設定作業時間が短縮され生産性が向
上します。

新型のパイル形成ユニットでは、メイン偏向ローラー
のトーションバーに専用のエンコーダーを直接取り
付けることでパイル糸用のローラーを 3 本に削減し、
さらに回転バーサポートはスクエアバーの低い位置
に移動しています。これらの新しい構成によって補
正ローラーと回転バーの間隔が大幅に拡大して、大
きな作業スペースが確保されています。

また、ローラー本数の削減はスタイルチェンジの作
業時間短縮にも貢献します。特にパイル糸消費計測
ローラー装備の場合は従来機種のようなベルト駆動
の外部エンコーダーが無いため、設定や保守の作業
が大幅に軽減されます。

画期的な経糸検知装置

R95002terry の経糸検知装置はシンプルな構造で信頼
性が高く、スタイルチェンジの作業を軽減し所要時
間を短縮します。

● 最大 4 列のレールが取り付け可能です。
● ヘッドカバーと絶縁プレートは 1 個のノブで簡単

に脱着でき、特に製織運転中で作業時間の短縮が
重要な場合には役立つ構造です。

● 絶縁プレートはクイック解除方式です。
● スチールロッドとヘルドガイドプレートは絶縁プ

レートに取付けられています。
● 強化型のサポートは絶縁プレートから独立して取

付けられています。
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環境効率

大幅なエネルギー節減

潤滑システムと主要な機構部品には、あらゆる可能
性を追求した研究開発と最新の生産技術が注ぎ込ま
れています。その結果、稼働時の消費電力が大幅に
削減され、製織コストの低減が実現します。

効率的な集中給油システム

織機の主要部分には集中給油システムによって的確
な潤滑が行なわれ、摩擦を効果的に軽減することで
電力消費を削減します。オイルはタンクから二重の
フィルターを介して供給されます。高度な設計と各
機構の徹底したテストによってオイルの温度上昇を
抑え、各部品の寿命を最大限に伸ばします。

オイル冷却方式のダイレクトドライブモーター

簡潔な構造で十分な信頼性と高いエネルギー効率を
達成しています。
R95002terry は保守作業の軽減とエネルギー節減を両
立させるオイル冷却方式のダイレクトドライブモー
ターを標準装備しています。オイル冷却システムは
発生した熱を効率的に回収・放散させ、モーターの
温度上昇を抑制すると同時に機構部品の長寿命化を
実現します。また織機の性能を高め、エネルギー消
費の削減にも貢献しています。

R95002terry では従来モデルに比べてエネルギー消費
が大幅に削減されることが、実稼働の結果でも実証
されています。

メインモーターは電子制御のブラシレスタイプで、
コンソールから容易に織機回転数を設定できます。
ギヤなどの機械部品点数を最小限にすることで、保
守コストも低減されます。またクロシングポイント
の変更は専用ソフトウエア上で所要の値を入力する
だけで完了し、調整用の工具は一切不要です。

強靭で高精度のマシンフレーム

R95002terry 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
制して製織効率を高めます。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、重負荷の製織でも保守を
含めた低コスト運転が実現します。

コンパクトな構造とカバー類の削減で作業性が大き
く向上した R95002terry は、使い易さが一段と進化
しています。
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卓越した製織効率と織物品質

生
産
性

さらに向上した織物品質と最適のテンプル張力

可 動 式 ク ロ ス サ ポ ー ト と テ ン プ ル 位 置 は、
R95002terry のキーポイントの一つです。

パイル形成と筬打ちの動作中に、可動式のクロスサ
ポートがクロスフェルの位置を連続的に制御します。
この機構によって完璧なパイルが形成され、織物品
質が飛躍的に高まります。

テンプルの位置は織物端の品質を左右する重要な要
素です。R95002terry ではテンプルを布の上面に配置
することで張力調整が容易になり、最適な張力が得
られます。
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傑出した製織効率と織物品質
生産性

豊富な種類の緯糸カッター
R95002terry では糸の特性に合わせた最適の緯糸カッ
ターを選択できます。

機械式緯糸カッター
● 長年の実績を持つ定番のタイプです。確実な動作

で高い信頼性と切断効率を発揮します。

ロトカット

● イテマのレピアテクノロジーを特徴づける装置で
す。最善のタイミングで高精度に切断を行ない、
装置全体が小型であるため、装置近くの織機部分
にも手が届きやすく、作業効率が向上します。

電動緯糸カッター MiCut

● 非常に厳しい製織条件でも的確に作動する電動
カッターです。異種・異番手の混合緯入れが多用
される、洗練されたデザインの複雑なタオル地に
理想的な装置です。マイクロプロセッサーによる
先進的電子制御の MiCut は、緯色ごとに異なる最
適の切断タイミングを個別設定することで、最高
の多機能性とテキスタイル効率を発揮します。

効率的な高精度布カッター

● R95002terry は複雑なあらゆる種類のタオル生地
を製織できるよう、適切な装置を選択してジャス
トフィットの装備でお届けします。その一環とし
て布カッターは機械駆動式と電動式の 2 種類から
選択可能です。どちらも厳しい製織条件でも的確
に切断できる高性能のカッターです。
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デザインの可能性を大きく拡張
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。R95002terry は様々な長さのパイルを配置
した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。

最新世代のタッチスクリーンコンソール
R95002terry は高感度のタッチスクリーンを持つ最新
世代の多機能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、このコン
ソールによって、電子制御の共通プラットフォーム
NCP システムのメリットが最大限に発揮されます。

フルカラーのタッチスクリーンは直感的に理解でき
る表示で、必要な機能に容易に到達でき、使い易い
ユーザーインターフェースとして機能します。

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 PC、タブレッ
トやスマートフォンなどの携帯端末で離れた場所か
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
定の織機にデータを転送することも容易です。
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A B

D 4190 S08

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

緯糸セレクター

4 色、8 色、12 色

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

公称機幅

1900 mm

2100 mm

2300 mm

2600 mm

2800 mm

3000 mm

3200 mm

3400 mm

3600 mm

3800 mm

外形幅（A)

4500 ｍｍ

4700 mm

4900 mm

5200 mm

5400 mm

5600 mm

5800 mm

6000 mm

6200 mm

6400 mm

外形奥行き（B)

  800 mm ワープビーム： 1953 mm

1000 mm ワープビーム： 2064mm (*)

(*) 踏板を除く寸法
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主な仕様
公称機幅 SK緯入れシステム 190-210-230-260-280-300-320-340-360-380

織幅縮小 標準 60 cm  /  オプション  100 cm

糸番手 スパン糸 Nm 200 - Nm 3

フィラメント糸 22 dtex - 3,300 dtex 

緯入れ

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

イテマ電子制御
緯糸ブレーキ オプション

TEC電子制御ブレーキ オプション

ATTIVO電子制御ブレーキ オプション

緯糸検知装置 ROJ TE 500 標準

デジタル型 オプション

緯糸カッター ロトカット 標準

機械式カッター オプション

MiCut 電動カッター
（緯糸毎の個別設定可能）

オプション

強化型サクション装置 オプション

経糸送出し装置

地糸ビーム 800 または 1000 mm 標準

パイルビーム 800, 1000, 1250 mm 標準 

低位置パイルビーム オプション

バックレストローラー シングル 標準

経糸検知装置 4列分割型、電子制御 標準

主な装備

電子制御巻取り装置 最大径550 mmのクロスローラー 標準

ニードル被覆 標準

高密度ニードル被覆 オプション

バッチワインダー対応機能（最大径 1500 mm） オプション

シングルプレスローラー 標準

検反領域 筬部分のLED照明 オプション

ハーネス点検領域 背面点検用LED照明（JQ機） オプション

緯糸密度 5 ～ 400 本/cm 標準

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
（JQ および ドビー機）

標準

綜絖ドライブ DRC10型 綜絖枠カップリング 標準

自動閉口機能 標準

ルームクーラー オプション

開口装置 ストーブリ製ドビー 3020（最大綜絖枠枚数 20 枚） 標準 

電子ジャカード用カルダンシャフト 標準

スレイドライブ 一体型カムユニット（機幅に応じて２基または３基） 標準

操作ディスプレー 最新世代のカラータッチスクリーン 標準

その他の装備 220V-16Aの外部機器用コンセント オプション

電源ボックス側の経糸送りボタン オプション

耳形成装置 インターフェース等

ISD独立耳装置 オプション 診断機能 標準

エアタッカー ( 両端、中央 ) オプション 1方向通信用パラレル I/F オプション

機械式タッカー ( 両端、中央 ) オプション 双方向通信用VDIシリアル I/F オプション

iMANAGER用イーサーネット I/F オプション

安全装置

ライトカーテン 標準

R9500R950022terry の主な仕様
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世界で稼働するイテマのタオル織機

R9500R950022terry QR コードで各社の詳細をご覧ください
イテマの

お客様のご紹介
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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場を提供します。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。

イテマキャンパスは
世界の 6 か所に設置

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

19



世界のイテマ
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
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