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19時から研究会が始まります。 
それまでの間、まわりの方と 
ぜひ名刺交換をしてください。 
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みなさまお集まりいただき 
ありがとうございます！ 



本日のアジェンダ 

（１）参加者自己紹介 （19:00-19:20） 
– 1人15秒以内でお願いします。 
 

（２）今月の報告 （19:20-20:40） 
– ①プロジェクトについて（19:20-20:00） 

– A) サーボモータープロジェクト 植田さん 
– B) 置時計プロジェクト 植田さん 
– C) オルゴール 吉田さん 

 
– ②技術研究について（20:00-20:30） 

– ハンディ型３Ｄスキャナー体験会 
– ３Ｄプリンター最新機種情報 
– 同一データ出力比較プロジェクト 

 
– ③研究会および会員のＰＲについて（20:30-20:40） 

– 神戸Makersの訪問レポート 明田さん 

 

（３）告知タイム （20:40-21:00） 
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• 取り組み方＝統制しない自律的エコシステム 

大阪３Ｄプリンタービジネス研究会 

クリエイター 
３Ｄ 

デザイナー 

エンジニア 営業 マーケティング 

３Ｄプリンタを使ったビジネスを検討。 
３Ｄ講習会やイベントも実施。 
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Keyword： クラウドファンディング、ＥＣ、レベニューシェア 



大阪３Ｄプリンタービジネス研究会の目的 

• ①新規プロジェクト立ち上げ 
– 新規性のある３Ｄプリンター関連のプロジェクトを生み出し、ビジ
ネス化していく 

 
• ②技術研究 

– ３Ｄプリンター関連 
– ３Ｄプリンター出力サービス関連 
– ３Ｄデータ関連 
– ３Ｄスキャン関連 
– 周辺デバイス関連 

 
• ③研究会および会員のＰＲ 

– 研究会の認知度のアップ 
– 会員の認知度のアップ 
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自己紹介 19:00-19:20 

• みなさん、15秒以内で自己紹介／近況報告をお願
いします。 

 

①氏名 

 

②職業 

 

③やりたいこと／近況報告 
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今月の報告①新規プロジェクト立ち上げ（19:20-20:00） 

• 新規プロジェクト立ち上げ 

–新規性のある３Ｄプリンター関連のプロジェクトを
生み出し、ビジネス化していく 

 

–毎月、プロジェクトをリスト化 

• 新規案は、発案者がＡ４ 1枚でプレゼン 
• ビジネス性を議論 

• プロジェクトのオーナー決定と参加者募集 

 

• 各プロジェクトの進捗管理 
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Ａ）サーボモーター（グルーモーター）の活用提案 （植田さん） 
サーボモーター・・・電気信号を与えることにより決まった角度に変えられる（動画） 

（ex）ラジコンの場合 タイヤにつければ方向変換。モーターに付ければスピード調整 

   ロボットの場合 関節に付ければ好きな角度に曲げられる。 

 

（従来）複雑な電気回路や、専用IC、Arduinoなどの汎用基板が必要 

↓グルーモーターにより 

（今回）iPhone、（Android端末）による制御が可能 

 

共立電子産業(株)プチロボS2発売（￥2,992）（リンク） 

           ↓ 

電子パーツとしてだと、販路、個数に限界 

           ↓ 

使い方の提案。 

おもしろいケースなどと併せて販売する。 ←３Dプリンタによる提案！！！ 

↓ 

優秀な作品は、共立電子産業（株）の商品HPや店頭で製作者のプロフィールなどと共に 

展示などしていただけます。 

 

（例）簡易ロボット（動画１、２、３） 

   高性能輪ゴム鉄砲（動画） 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c1vqGmSP3wU
http://eleshop.jp/shop/g/g402233/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lYkc0ma-c2Y
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pV7V-Fd757k
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmKspKIpPkI
http://www.nicovideo.jp/watch/sm22543418
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Ｂ）アナログ時計モジュール （植田さん） 
 

アナログモジュール（＠1,260）を利用した新しいモノの提案 

 

（ex） 

• アナログ時計を内蔵させるケース等の提案 

• 時計自体のアイデア （デジタル風時計） 

• 時計以外に使用するアイデア 
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Ｃ）「音を３Ｄプリントしてみる」 テーマ：オルゴール （吉田周司さん） 
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Ｃ）「音を３Ｄプリントしてみる」 テーマ：オルゴール （吉田周司さん） 
 



今月の報告②技術情報（20:00-20:30） 

• 技術情報を収集、分析、共有しましょう！ 
– ３Ｄプリンター関連（Stratasys, 3D systems, botObjects…） 

 

– ３Ｄプリンター出力サービス関連（Shapeways, Ponoco…） 

 

– ３Ｄデータ関連（3Dソフトウェアの新機能、WebGL） 

 

– ３Ｄスキャン関連（色付スキャナー中心） 

 

– 周辺デバイス関連 
• Arduino, Rasberry Pi, Android 

• ウェアラブルコンピュータ 
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3D Systems社ハンディタイプの3Dスキャナー 
「Sense 3D scanner」体験会 



今月の報告②技術情報（20:00-20:30） 

• 技術情報① 

– ３D Systems社が、新型デスクトップ３Ｄプリンター 
「Cube 3」「CubePro」発表 
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Cube 3 

2色カラープリントとプリント速度の高速化、
1,000ドルを切る価格が特徴。家庭用3Dプリ
ンタ「Cube」の新モデル。プリント素材はPLAと
ABSの2種類を同時に2色まで使用可能。いず
れの素材にも25色のカートリッジを用意する。
2014年第2四半期に発売予定。 
 

CubePro 

最大3色のカラーと2種類の素材を同時
に出力できること、そして75ミクロンとい
う高解像度の印刷層が特徴。 

前面には操作用のカラータッチスクリー
ンを備え、Wi-Fiも内蔵。価格は5,000ド
ル以下。2014年第2四半期に発売予定。 



今月の報告②技術情報（20:00-20:30） 

• 技術情報② 

– Makerbot社が、新型デスクトップ３Ｄプリンター発表 
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$1,375 

10.0 L x 10.0 W x 12.5 H cm $2,899 

25.2 L X 19.9 W X 15.0 H CM 

$6,499 

30.5 L x 30.5 W x 45.7 H CM 



今月の報告②技術情報（20:00-20:30） 

• 同一データ出力比較プロジェクト 

–おなじデータをいろいろな３Ｄプリンターで出力し
て比較してみませんか？ 

 

–樹脂（ＡＢＳ、アクリル、ナイロン・・・） 

 

–金属 

 

–セラミック 
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今月の報告③研究会および会員のＰＲ （20:30-20:40） 

• 研究会および会員のＰＲ 

– 2014年「大阪３Ｄプリンター祭」実行委員募集 

• イベントの実施運営のためのボランティアを募集します 
– イベントの企画・運営 

• 出展ブース 

• 1人メイカーのコンテスト 

 

– Ｏ３Ｄ ＷＥＢ、facebook上に掲載したい情報募集 

• ３Ｄプリンターや３Ｄスキャン、その他３Ｄにまつわる内容
について、告知等があれば会員情報として掲載いたし
ます。 

 
３Ｄプリンターで楽しもう！ 大阪３Ｄプリンタービジネス研究会 Ｏ３Ｄ. 20 



今月の報告③研究会および会員のＰＲ （20:30-20:40） 

３Ｄプリンターで楽しもう！ 大阪３Ｄプリンタービジネス研究会 Ｏ３Ｄ. 21 

 

 

 

 

imedio 明田所長からの発表です。 



今月の報告③研究会および会員のＰＲ （20:30-20:40） 
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公式ページ 
http://o3dprinter.com/ 

研究会会員の紹介ページも作りたいと思っています。 

Facebook page 
https://www.facebook.com/o3dprinter 

12/5にオープンしました。 



告知タイム （20:40-21:00） 
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告知タイムです。 
どうぞ。 


