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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 （18:30-18:45） 
– 1人15秒以内でお願いします。 
 

（２）オルゴール・プロジェクト報告 吉田さん  （18:45-19:00） 
 
（３）３Ｄプリンターについての取り組み 森山さん  （19:00-19:15） 
  MMD等の3DCGデータから3Dプリンターに直接出力することを可能にする試作プログラム 
「EasyRecaster」について。 
 
（４）光造形プリンターForm1について 足立さん  （19:15-19:30） 
  デスクトップ型３Ｄプリンターの課題とわたしが考える今後の未来像。 
 
（５）日本橋発クラウド３ＤプリンターHermit3D 植田さん  （19:30-19:40） 
  ネットワーク型デスクトップ３ＤプリンターHermit3Dについての設計コンセプトから機器について。 

 
（６）同一データで３Ｄプリンター出力比較プロジェクト   （19:40-19:50）  
  日産コンセプトカーモデル、Perfume等をさまざまな３Ｄプリンターで出力した結果を比較します。 
 
（７）4/24(木)３Ｄプリンター見学会 in システムクリエイト  （19:50-19:55） 
 
（８）告知タイム （19:55-20:00） 
 
（９）懇親会・交流会 （20:00-21:00） 
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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 18:30-18:45 

• 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 吉田さん（18:45-19:00） 
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①オルゴール・プロジェクト報告 

 

吉田 周司さん 



今月の報告 森山さん（19:00-19:15） 
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②３Ｄプリンター用立体化ソフトについて 

 

トイメディアデザイン 

森山 弘樹さん 



今月の報告 足立さん（19:15-19:30） 
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③光造形プリンターForm1について 

 

JANc CRAFT 

足立 太郎さん 



今月の報告 植田さん（19:30-19:40） 
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④日本橋発クラウド３ＤプリンターHermit3D 

 

UESEI 

植田 崇靖さん 



今月の報告 技術情報（19:40-19:50） 

⑤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・・・） 

• 植田さん Atom, 3D systems Cube 

• 足立さん Form1 

• 芦田さん オリジナルReprap 

• ロイスエンタテインメント Makerbot Replicator2 

• Imedio UP! Plus 

• ・・・ 
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今月の報告 技術情報（19:40-19:50） 

⑤同一データ出力比較プロジェクト サンプルデータ 
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1) ホンダ 3D Design Archive 
http://www.honda-3d.com/ 

2) Perfume 
http://wt2.perfume-global.com/ 

3) 立方体 3cm 

nsx_concept_LOW.stl 

cube3.stl 

model1.obj 



今月の報告 見学会のお知らせ（19:50-19:55） 
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⑥ 4/24(木)３Ｄプリンター見学会  

       in システムクリエイト社開催 

 
• システムクリエイト様のご厚意で、 4/24(木)に、Ｏ３Ｄおでかけ３Ｄプリンター見学会を株式会

社システムクリエイト様本社で開催します。業務用のハイエンドの３Ｄプリンターや３Ｄスキャナ
ーから、デスクトップタイプ３Ｄプリンターまで、さまざまな３Ｄ機器を見学できます。 

 

• 概要 

– 開催場所： 株式会社システムクリエイト（最寄駅：荒本駅）  
http://www.systemcreate-inc.co.jp/ 

– 開催時間： 17:00～19:00 見学会 

–         19:00～21:00 懇親会（会費3500円の予定です） 

– 定   員： 20名 

 

お申込はこちらまで  ⇒info@roice.co.jp 

http://www.systemcreate-inc.co.jp/
http://www.systemcreate-inc.co.jp/
http://www.systemcreate-inc.co.jp/
http://www.systemcreate-inc.co.jp/


今月の報告 研究会および会員のＰＲ 

• 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。 
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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 （19:55-20:00） 
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告知タイムです。 
どうぞ。 


