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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！ 
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今日は参加者の方々に 
みなさまがやりたいこと等、 
アンケートをさせて頂きます。 
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次回、 
集計して発表いたします。 



本日のアジェンダ 

（１）参加者自己紹介 （19:00-19:20） 
– 1人30秒以内でお願いします。 

 
（２）プロジェクトについて （19:20-20:00） 

– サンプルご紹介 
– プロジェクトのプロセス案 

 
（３）技術研究について （20:00-20:20） 

– 知りたいことは？⇒研究グループ 

 
（４）研究会および会員のＰＲについて （20:20-20:40） 

– イベント案、ＷＥＢ案募集 

 
（５）その他＆名刺交換＆ブレスト （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。 

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 



自己紹介 19:00-19:20 

• みなさん、30秒以内で自己紹介をお願いします。 

 

①氏名 

 

②職業 

 

③やりたいこと 
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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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プロジェクトについて (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 

–各プロジェクトへ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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プロジェクトについて (19:20-20:00) 

• お手元の用紙にご記入ください 

 

 

やりたいことやアイデア 
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技術研究について 20:00-20:20 

• 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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技術研究について 20:00-20:20 

• お手元の用紙にご記入ください。 

 

誰かこれを調べてもらえないかな？ 

 

よし！私が調べてみようという方は？ 
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研究会および会員のＰＲ 20:20-20:40 

• ３ＤプリンターのことならＯ３Ｄに聞け！ 

–研究会の認知度のアップ＝イベント 

• 2014年に、３Ｄプリンター祭りをやりたい 

• できれば、1人メイカーのコンテストもやりたい 

 

–会員の認知度のアップ＝セミナー＋ＷＥＢ 

• 研究会での研究内容について、どんどんセミナーで発
表していきたい 

• 魅力的なセミナーを実施する人＝会員 

• 内容をＷＥＢで公開し、ＰＲ 
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研究会および会員のＰＲ 20:20-20:40 

• お手元の用紙にご記入ください。 

 

やりたい、やってほしいイベント案 

 

やりたい、やってほしいセミナー案 

 

やりたい、やってほしいＷＥＢ案 
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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 

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。 



参考資料 



完成イメージ
画像 

サンプル 
外装 

電機部分 ＋ ＝ 
Arduino Uno 
Ethernet shield 
LCD shield 
USB Cable 
LAN Cable 

STLデータ 
（DVD） 
サンプル外装 
（３Ｄプリンタで出力） 

組立マニュアル 
（完成イメージ図記載） 

キット内容 

商品名  「LIKE BOX」 
商品形態 組立キット 
販売形態 EC 
サポート  WEB、メール、電話 
想定原価 1万円くらい 
想定売価 2万円くらい 
収益モデル ①講習会・セミナー 
  ②Arduino販売店とのタイアップ 
  ③facebookとのタイアップ 
  ④３Ｄプリンタ―メーカーとのタイアップ 
目標販売数 1,000個 

ROICE FB likes 
>214 

いいね！が見えるfacebookプロモーションガジェット 

製品企画書 インターネット経由でリアルタイムにいいね数！を表示 
管理用のパソコン不要！これだけ1個で動きます。 

企画者：株式会社ロイスエンタテインメント 

2013年10月30日 



電磁波遮断
塗料 

スマホ 
カバー ＋ 

ケース部 
カバー部 
３Ｄプリンターで出力 

環境負荷の低い 
塗料を選定 
（場合によっては 
 フィルム型も検討） 

商品要素 

商品名  「Border Shield」 
商品形態 スマホカバー完成品 
販売形態 EC、口コミ 
サポート  WEB、メール、電話 
想定原価 3000円くらい 
想定売価 1万円くらい 
収益モデル EC 
目標販売数 1,000個 

都合が悪いときは圏外に・・・電波遮断スマホカバー 

製品企画書 スマホケースを閉じると、すぐに電波が圏外に。 
携帯の電磁波ＮＧの職場（病院や飛行機関連）や 
電話がかかってきては都合の悪い時に最適。 

企画者：織田 隆治、株式会社ロイスエンタテインメント 

2013年10月30日 

対応機種：iPhone5S 
    iPhone5 
    その他売れ筋機種 



３Ｄデータ キット ＋ 
Bigshot 
OEM 

●ッキー●ウスの 
サンプルデータ 

商品要素 

商品名  「３Ｄプリンターカメラ」 
商品形態 組立キット 
販売形態 EC 
サポート  WEB、メール、電話 
想定原価 1万円くらい 
想定売価 2万円くらい 
収益モデル EC 
目標販売数 1,000個 

●ッキー●ウスカメラ！ 

製品企画書 著作権が切れているはずの●ッキー●ウスを 
カメラにしちゃおう！ 

企画者：株式会社ロイスエンタテインメント 

2013年10月30日 

このあたりがレンズ 

※顔以外は縮小 

著作権法上ＮＧ 
商標登録済みのためＮＧ 



設備 会場 ＋ 
パソコン5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5台 
3Dプリンター1台 
 
（Wimaxルータ） 
※出張時 

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5万円＋スポンサー料 
収益モデル ①スポンサー料 
  ②３Ｄフィギュア販売 
目標販売数 月1回 

子ども向け３Ｄプリンター教室 

サービス企画書 ３Ｄプリンターは子供の空間認識能力、 
論理的思考能力を鍛えます！ 

企画者：株式会社ロイスエンタテインメント 

2013年10月31日 

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 

＋ 



３Ｄデータ ３Ｄ関連情報 ＋ 
契約ライターが 
記事をアップ 

ユニークな 
３Ｄデータ作成者と 
データ販売仲介契約 

サービス要素 

サービス名 「3Dデザインジャパン」 
サービス形態 情報サイト＋ＥＣサイト 
販売物  ①３Ｄデータ 
  ②３Ｄプリンター出力物 
  ③その他３Ｄ技術関連物 
販売形態 ＷＥＢ 
想定原価 様々 
想定売価 様々 
収益モデル 販売手数料15%＋二次創作料 
  広告 
目標販売数 月100件成約 

３Ｄプリンター用のデザイン情報サイト 
「３Ｄプリンター版通販生活」 

サービス企画書 
３Ｄプリンター出力用デザインについての情報を 
総合的に集約したアイデア商品サイト 
めざせ「３Ｄプリンター版通販生活」 

企画者：株式会社ロイスエンタテインメント 

2013年10月31日 

３Ｄ 
プリンター ＋ 
ユニークな商品を 
３Ｄプリンターで 
出力して販売 

商品引渡 
決済 

データ引き渡し 
出力物引き渡し 
売掛金決済 

＋ 

アイデア商品情報サイト 
＋ＥＣサイト 

 
3Dプリンター用データに特化して 

情報を集めたポータル 
＋そのままＥＣで販売します 
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サービス名 「３Ｄバトルロボ “３Ｄバトラー”」 

サービス形態 イベント( ミニ大会から全国大会) 

参加費  大会内容により異なる 

販売形態 基本キット(実店舗・ＷＥＢ) 

      外装パーツ(専用サイトから設計・印刷) 

想定原価 基本キット1体5,000円～10,000円 

想定売価 基本キット1体15,000円～20,000円 

        

収益モデル ①スポンサー料 

         ②３Ｄバトラー基本キット販売 

  ②３Ｄ外装パーツ印刷 

目標販売数 10,000体 

サービス企画書 子供から大人まで一緒に 

楽しめるリアルバトル 

2013年11月20日 

3Dバトルロボ：コンポーネント部分を含む基本ロボキットに自身でデザインした外装パーツ 

（フェイス・ボディ・アーム・フット・武器etc）を装着。最強の3Dバトルロボを作ろう！ 

タカラトミー：バトルボーク 

■3Dバトルロボ全国(世界)大会開催！ 
 

地方予選を開催し、最終決戦は大阪で！ 

（大阪城特設会場） 

優勝者には賞金+副賞として3Dプリンターと 

フィラメントをたっぷり。 

後には世界大会を目指す。 



3Ｄプリント・置時計 3Ｄプリント・テレビリモコン 

日本製3Ｄプリンター 
 
・カラーで印刷できる 
・面倒くさい調整不要 
・10万円くらい＋月額3000円 
・ネットと連動 
・二次創作ＯＫ 

3Ｄプリント・スマホ非接触充電器 

× × 
アイデア検討中 


