
大阪３Ｄプリンタービジネス研究会（Ｏ３Ｄ） 

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. 1 

18時30分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） 

  各参加者15秒程度の自己紹介をお願いいたします。 

 

（２）今月の３Ｄプリンター関連ニュース （18:40-18:50） 

 

（３）2014年10月メイカーズバザール実施報告 （18:50-19:00） 

 

（４）プロジェクト募集 ３Ｄプリンター陶器 （19:00-19:10）  

 

（５）プロジェクト募集 ３Ｄプリンター照明 （19:10-19:20）   

 

（６）プロジェクト募集 子ども向け３Ｄプリンター教室（19:20-19:25）  

 

（７）ＦＤＭ型３Ｄプリンター用フィラメント ゴムライク素材について（19:25-19:30） 

 

（８）３Ｄプリンター不便改善グッズ制作ＰＪについて（19:30-19:50） 

 生活支援センター『サンサン』 三野 晃一様 
 

（９）ビッグサイト展示会情報 （19:50-19:55） 

 ソフト産業プラザ イメディオ 加味 昇 

 

（１０） 告知タイム （19:55-20:00） 

 

（１１） 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。 

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 

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 

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 

プロジェクト化 

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 18:30-18:40 

• 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 ニュース（18:40-18:50） 
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• 米HPが産業用3Dプリンタ市場に参入を正式発表 

– ヒューレット・パッカード(HP)が既存の3Dプリンターの10倍のスピードで多色刷り
の立体物が作れる3Dプリンター技術「Multi Jet Fusion」を発表しました。HP
の独自技術でこれまでにない正確性でモノを出力可能となっており、かつ低コ
ストでの物作りが行えます。 

– 3Dプリンターの価格は未定で、2016年に業務用として発売される予定 

GIGAZINE記事（日本語） 
http://gigazine.net/news/20141030-multi-
jet-fusion/ 
 
ＨＰ社ＷＥＢ 
http://www8.hp.com/us/en/commercial-
printers/floater/3Dprinting.html 
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今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 

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. 9 

• 低価格3Dプリンター引き続き新発売 

「iBoxNano」 
価格299ドル 

http://news.mynavi.jp/news/2014/10/29/083/ 
 

XYZプリンティング、スキャナ内蔵3Dプリンタ 
「da Vinci 1.0 AiO」発売 
価格11万9800円（税込） 

https://fabcross.jp/news/2014/10/20141029_d
avinci_aio.html 
 

http://news.mynavi.jp/news/2014/10/29/083/
https://fabcross.jp/news/2014/10/20141029_davinci_aio.html
https://fabcross.jp/news/2014/10/20141029_davinci_aio.html


今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 
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• 雑誌「3Dプリンターをつくろう！」が4号で休刊 

アシェット・コレクションズ・ジャパン社 
10月22日発売の第4号に「休刊のお知らせ」 
として読者に告知 



今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 
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• デアゴスティーニ 

  週刊「マイ3Dプリンター」が全国発売 

出展：ＩＴメディア 
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1410/21/news140.html 

デアゴスティーニ・ジャパンは2015年1月5日、
毎号付属のパーツを組み立てると3Dプリン
ター「idbox！（アイディー・ボックス）」が完成す
る週刊「マイ3Dプリンター」を全国で発売する。
全55号（予定）で価格は創刊特別号が999円
（税込）。第2号以降は通常1998円（税込）とな
る。 
9月から一部地域で先行販売をしていたが、予
想以上の反響で全国販売となった。3Dプリン

タの監修は「ボンサイラボ」が担当。ノズル詰
まりを起こしにくい構造設計で、出力素材は
PLA樹脂とABS樹脂に対応した。ABS樹脂では、
着色できるのも特徴のひとつ。 



今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 
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• ハローキティ、40周年記念で3Dプリンタとコラボ 

 米MakerBotと株式会社サンリオは米国時間
の30日、MakerBot Digital Storeおよび
MakerBot PrintShopアプリで、ハローキティ
の3Dプリントデータを同日より発売すると発
表した。 
 ハローキティ生誕40周年記念の一環となる
もので、MakerBotの3Dプリンタ「Replicator」

を利用して、ハローキティのフィギュアと着せ
替え衣装5種を出力できるデータをそれぞれ
3.99ドルで発売する。またハローキティやマ

イメロディなどをあしらった指輪を作成できる
データも、各0.09ドルで発売するほか、11月

からは、クシやヘアクリップなど追加のアク
セサリも提供する。 

PC Watchより転載
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/
20141031_674058.html 



今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 
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今月の報告 ニュース（18:40-18:50） 
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今月の報告 イベント（18:50-19:00） 
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2014年10月11日、12日 

 

メイカーズバザール実施報告 



今月の報告 プロジェクト募集①（19:00-19:10） 

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. 16 

 

 

プロジェクト募集 

 

３Ｄプリンター陶器 
 



プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 
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プロジェクト名 ３Ｄプリンター陶器製作・販売プロジェクト 

項目 内容 備考 

目標 陶器製造３Ｄプリンターで商品を作り、ＥＣサイトで販売する 

メンバー募集 ３Ｄデザイナーまたは陶器のデザインをやってみたい方 デザイナー求む 

参加費用 費用負担なし 
但し、自分の作品の出力費
用は自己負担 

参加者のメリット 
ＥＣサイトでの販売・売上収入 
量産化時のライセンス収入 

料率等はプロジェクト内にて
検討。 

プロジェクト期間 2014年12月～2015年2月 月1回ｘ3回 
ＥＣサイト 
2015年3月オープン目標 



プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 
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まずは弊社で 
実際に作ってみました 



プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 
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まずは弊社で実際に作ってみました 



プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 失敗 

– ３Ｄデータ、ソリッド化 

– しかし、出力チェックするとＮＧ 

–厚みが足りない部分がある 

–陶器製３Ｄプリンターは、通常よりもより厚みが必要 
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最大の課題は厚み 



プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集① ３Ｄプリンター陶器 

• 海外のデザイナー作品 

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. 25 



今月の報告 プロジェクト募集②（19:10-19:20） 
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プロジェクト募集 

 

３Ｄプリンター照明 
 



プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 
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プロジェクト名 ３Ｄプリンター等で照明製作・販売プロジェクト 

項目 内容 備考 

目標 
３Ｄプリンター等で照明を作り、ＥＣサイトおよび次回メイカーズバザール
で販売する 

次回メイカーズバザールでコ
ンテスト開催予定 

メンバー募集 
３Ｄデザイナーまたは照明のデザインをやってみたい方 
ライト部分をArduino等で製作してみたい方 

デザイナー求む 
ライト部分担当求む 

参加費用 費用負担なし 
但し、自分の作品の出力費
用は自己負担 

参加者のメリット 
ＥＣサイトおよび次回メイカーズバザールでの販売・売上収入 
量産化時のライセンス収入 

料率等はプロジェクト内にて
検討。 

プロジェクト期間 2014年12月～2015年2月 月1回ｘ3回 
ＥＣサイト 
2015年3月オープン目標 



プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 10月のメイカーズバザールでの照明作品 

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. 28 



プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 構成要素 

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. 29 

外装 ライト部分 

＋ 



プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 方法 

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. 30 

外装 ライト部分 

設計 

製造 
３Ｄプリンター 

製造 

レーザー
カッター等 

設計 

製造 
オリジナル 

既製品 
利用 

組立・仕上げ処理 
あるいはキット販売 



プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品 
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プロジェクト募集② ３Ｄプリンター照明 

• 海外のデザイナー作品（ロウソク立て） 
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今月の報告 プロジェクト募集③（19:20-19:25） 

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. 39 

 

 

プロジェクト募集 

 

子ども向け３Ｄプリンター教室 
 



プロジェクト募集③ 子ども向け３Ｄプリンター教室 

• 昨年の企画 

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. 40 

設備 会場 ＋ 
パソコン10台、 
椅子10個が入り、 
プロジェクターを 
投影できる会場 

パソコン10台 
3Dプリンター1台 

サービス要素 

サービス名 「親子でできる３Ｄプリンタ―教室」 
サービス形態 イベント1回2時間 x 1日2回 
参加費  親子1組5000円（1回5組） 
販売形態 ＷＥＢ、企業タイアップ 
想定原価 1回2万～4万円くらい 
想定売価 1日10万円 
収益モデル 受講料、イベント開催料 
キーポイント 集客方法 

子ども向け３Ｄプリンター教室 

スタッフ ＋ 
講師1名 
スタッフ1名 

（運搬手段） 

（機材を運ぶための 
 自動車） 
※出張時 

＋ 



プロジェクト募集③ 子ども向け３Ｄプリンター教室 

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. 41 

参考）子ども向けロボット教室 

http://kids.athuman.com/robo/CI/?code=
130577&xadid=130577 

http://kids.athuman.com/robo/CI/?code=130577&xadid=130577
http://kids.athuman.com/robo/CI/?code=130577&xadid=130577


今月の報告 フィラメント（19:25-19:30） 

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. 42 

 

 

ＦＤＭ型３Ｄプリンター用フィラメント 

 

ゴムライク素材について 



今月の報告 特別講演（19:30-19:50） 

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. 43 

 

 

３Ｄプリンター不便改善グッズ制作ＰＪ 

 

生活支援センター『サンサン』 
職業指導員  三野 晃一 

運営：社会福祉法人 香川ボランティア協会 



今月の報告 関連情報（19:50-19:55） 

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. 44 

 

 

関連展示会情報 

 

 ソフト産業プラザ イメディオ 

加味 昇様 



告知タイム （19:55-20:00） 

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. 45 

告知タイムです。 
どうぞ。 



公式ページ＆フェイスブック 

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. 46 

公式ページ 
http://o3dprinter.com/ 

研究会委員の皆様の３Ｄプリンターにまつわる活動
についてのＰＲ情報・ニュース等を募集中です。お気
軽にご連絡ください。 

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

研究会の皆様は、フェイスブックで、気軽に情報発信
をして頂いて結構です。フェイスブックでもＰＲ情報・
ニュース等を募集中です。 


