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⼀期（2010 年度 2 ⽉-6 ⽉）報告 
 
＜事務局における各種相談に対応＞ 
 来訪者の問合せ、相談に対する対応 

 3D プリンタ出⼒サービスの照会 
 3D プリンタ機材の照会 
 3D スキャンサービスの照会 
 3D スキャナ機材の照会 
 3D モデラーの⼈材照会 
 AR サービスの照会 
 新規事業、サービス開発の相談 
 3D プリンタ等、ハードウェア開発に関する相談 
 3D データ関連ソフトウェア開発に関する相談 
 3D データ技術⾯の質問、相談 
 フィギュア原型師、⾒学会を 3 回実施。のべ 40 名来訪 

 講座開設のためのヒアリングを兼ねる 
 等、多岐に渡る 

 
 会員企業からの個別相談 

 新製品開発の相談 
 サービス企画の相談 
 データ変換等、技術⾯の相談 
 ⾏う作業に対して、使⽤するソフト、ハードの相談 
 「〇〇会社の□□さんを紹介してください…」 
 等、多岐に渡る 

 
＜セミナー実施＞ 

 ４⽉ 22 ⽇ 春の定期セミナー実施（参加者 31 名） 
 
＜展⽰会＞ 
2-6 ⽉期に展⽰会出展はありませんでした 
 
＜講演活動＞ 
外部の団体、企業より講演依頼を頂き、講演を⾏いました。 

 6 ⽉  7 ⽇ ⽇本画像学会様（年次総会シンポジウム キヤノン様よりご依頼） 
 6 ⽉ 27 ⽇ ⽇刊⼯業新聞社様（デジタルものづくりセミナー） 
 6 ⽉ 28 ⽇ 経済産業省 九州経済産業局様（内部の勉強会） 

  
＜メディアにおける活動＞ 
雑誌、TV、Web メディア等から取材要請があった場合、事務局では会員企業を紹介し、 
広報・宣伝活動にお役⽴ていただいています。 

 『⽉刊ヤングエース』（会員：イエロースネーク、ダイアレクティック） 
 『⽉刊サイゾー』（会員：3D-GAN 全体、使⽤機材 Objet24） 
 マンガ誌 AR 企画協⼒（会員：D4A） 
 地⽅ TV 局 ⼈物スキャン＋⽴体出⼒企画協⼒（会員：クローンファクトリー） 
 その他 コラム等の執筆 
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＜製品委託販売・展⽰＞ 
事務局のショーケースで会員企業の製品を委託販売しています。 

 プラモブロック（会員：XYDove） 
 PlaRinʼ（会員：コーチ精機） 
 書籍２種（会員：ニコラデザイン＆テクノロジ） 
 FACTRON iPhone アルミケース等（会員：ファクタスデザイン） 
 ⼀⼨フィギュア（会員：カネツキマコト） 
 各種⾦属切削加⼯製品（会員：⼊曽精密） 
 StripShots 初⾳ミク フィギュア（会員：アステック） 
 Z650 出⼒サンプル（会員：コスモ・ファンシー） 

 
＜出⼒サービス・機材活⽤＞ 
事務局内設置の 3D プリンタ、3D スキャナ等の会員優待価格にて活⽤いただいています。 
会員の 3D プリンタ出⼒は、通常価格より 10〜15％廉価、3D スキャナは無料で利⽤可能。 
これら機材は下記会員企業より無償で貸与いただいています。 

 Objet 24（会員：アルテック） 
 V-Flash（会員：イグアス） 
 uPrint（会員：丸紅情報システムズ） 
 MODELA MDX-40A（会員：ローランド D.G.） 
 PICZA LPX-60（会員：ローランド D.G.） 

  
＜事務局ファシリティの利⽤＞ 
ミーティング等、事務局の打合せスペースを無料で利⽤可能、⽇曜⽇もオープンし、来訪
者の対応を⾏っています。事務局への⾒学会も受け⼊れています。 
 
＜新製品・新規事業開発⽀援活動＞ 
会員企業の協業により、新製品開発を⽀援しています。 
製品開発を⾏う会員企業間の協業を促し、ユーザテスト等に協⼒していただいています。 

 iPhone ⽤汎⽤ AR ビューワ 妖精眼鏡（会員：D4A 等） 
 STL 修正ツール MonoGon（会員：カタッチ 等） 
 3D ポーザードール QUMA（会員：ソフトイーサ、コーチ精機、岩島電⼦⼯業、

セルシス） 
 マルチ 3D データビューワ Saqutte 3D（会員：カタッチ 等） 

 
 守秘義務により公表できませんが、現在複数の開発案件が進⾏中 

 
＜会員構成＞ 
・正会員（定款に従い、議決権を持った法律上の社員） 64 名 
・その他 個⼈会員等  
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第⼆期（2011 年度 7 ⽉-2012 年 6 ⽉）計画 
 
＜事務局における各種相談に対応＞ 
従来どおり、平⽇、⽇曜⽇のオープンを通じて⾏って参ります。 
 来訪者の問合せ、相談に対する対応 
 会員企業からの個別相談、調査依頼 等 

 
＜セミナー実施＞ 

 ７⽉ 7、8、11 ⽇ ワンダーフェスティバル 2011[夏]出展説明会 
 定期セミナー 年 4 回程度の定期開催 
 特定サービス等の実施に際して、個別に開催 

 『妖精眼鏡』事業説明、展⽰会出展説明 等 
 
＜展⽰会＞ 

  ７⽉ 24 ⽇ ワンダーフェスティバル 2011[夏]（共同出展 16 社） 
 11 ⽉ 17 ⽇ ⻄武信⽤⾦庫 ビジネスフェア出展（出展者募集します） 
  2 ⽉ 12 ⽇ ワンダーフェスティバル 2012[冬]出展（出展者募集します） 

 
＜講演活動＞ 
ご依頼いただく毎に対応して参ります。また、会員企業から講演の要請があれば、請け負
います。特定技術については、必要に応じ会員企業に講演を依頼する場合もあります。 

  ７⽉ 31 ⽇  東京都市⼤学（旧武蔵⼯業⼤学）環境情報学部様 
 10 ⽉  7 ⽇ 国内プリンター・計測機器メーカ様（会員：カタッチ） 
 10 ⽉ 23 ⽇ ボーンデジタル社セミナー（会員：ソフトイーサ、ボーンデジタル） 
 11 ⽉ 11 ⽇ ⽇本 RP（Rapid Prototyping）産業協会様 
 期⽇設定中 国内コピー機・事務機器メーカ様 

 
＜メディアにおける活動＞ 
 IT Media”ものらぼ“ 枠を取得（現在の”ねとらぼ”と併設） 

 併設の”ねとらぼ” １⽇の平均アクセス数 4,800PV 
 会員企業による執筆が可能 
 会員企業の宣伝、広報活動に利⽤可能 
 会員企業の記事掲載は無料 
 同ページのバナー広告スペースを安価に会員企業に提供 

 
 メディアへの紹介 

雑誌、TV、Web メディア等から取材要請があった場合、事務局では会員企業を紹介し、 
広報・宣伝活動にお役⽴ていただきます。 

 『Hobby JAPAN』取材対応済み 
 『電撃 HOBBY』取材対応済み 
 『⽉刊サイゾー』取材対応済み 
 マイコミジャーナル 取材対応済み 
 『I/O』 取材対応済み 
 共同テレビ（NHK World） 取材対応済み 
 『デジモノ・ステーション』取材対応済み 

  
 各種執筆活動 

 ⽇経 BP 社『⽇経ものづくり』7〜9 ⽉号コラム連載（理事 相⾺） 
 IT Media IT MONOist （理事 ⽔野） 
 各種媒体で執筆活動を⾏います 
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＜製品委託販売・展⽰＞ 
事務局のショーケースで会員企業の製品を委託販売しています。委託を希望する会員は、
事務局までお申し付けください。販売⼿数料は売価の 15％。 
 
＜出⼒サービス・機材活⽤＞ 
現有の機材で継続して実施して参ります。お気軽にご活⽤ください。 
 
＜事務局ファシリティの利⽤＞ 
従来どおり継続して参ります。お気軽にご活⽤ください。 
 
 ＜新製品・新規事業開発⽀援活動＞ 

10 ⽉サービス開始予定 AR ビューワ『妖精眼鏡』 
無償配布型 AR ビューワとして、近い将来デファクトの地位を⽬指し、会員が本サービスを 
商材として扱えるようにするのみならず、3D データモデラーの活躍の場を増やすことので
きるサービスです。 

 ＡＲビューワの DL、利⽤は無料 
 社員による B to B の事業利⽤可能 
 データオーサリング料（D4A）、商標使⽤料（3D-GAN）を頂戴します 
 会員企業は企画料等の利益を盛り込み、本サービスを再販可 
 2011 年 9 ⽉末 サービス開始予定、事業説明会を実施します 
 先⾏試験導⼊実績 

 私⽴⼯業⼤学（ツクルス） 
 アニメプロダクション（エクスアーツ） 
 玩具、プライズ、ノベルティメーカー（ツクルス） 
 アニメプロダクション（D4A） 
 映画プロモーション（CAL） 
 秋葉原観光推進協会（エクスアーツ） 

 
 10 ⽉開講予定 「原型師のための はじめての 3D モデリング講座」開講 

 延べ 40 名ほどのフィギュア原型師からの要望を反映し、講座を開設 
 ⽬的型の特別なカリキュラム 
 動機に沿ったカリキュラムで、3D モデラー⼈⼝の増加に貢献 
 モデリング〜3D プリンタ出⼒、3D スキャンの体験までの内容で世界初 
 定期化し、約 50 名程度の受講者総数⾒込み（1 クラス 5〜8 名） 

 
＜その他事業＞ 
 サイバーダイン社との協⼒により、ロボットスーツデザインコンテストを企画中 

 
＜予算の内訳＞ 
 主な歳⼊・⾮営利事業 

 会費 
 展⽰会共同出展 

 
 主な歳⼊・営利事業 

 広告料（IT Media”ものらぼ” における広告） 
 講座受講料（フィギュア原型師のためのはじめての 3D モデリング講座 等） 
 原稿料 
 講演料（各種外部団体における講演） 
 委託販売⼿数料（事務局における物販） 
 商標使⽤料（AR ビューワ『妖精眼鏡』の利⽤時） 
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承認事案 
 
 
⼀号・理事の重任 

代表理事 相⾺達也 
理事  内⽥研⼀（企画・渉外担当) 
理事  ⽔野 操（技術調査・情報発信担当） 
理事  ⽯井正明（総務・会計担当） 

 
 
 
 
⼆号・会計報告承認 
    第⼀期 会計報告 
 
 
 
 
三号・予算承認 
    第⼆期 予算計画 
 
 
 
 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


