
A１ 
13:00 
｜ 

13:50 

 
 

A2 
14:00 
｜ 

14:50 

A3 
15:00 
｜ 

15:50 

A4 
16:00 
｜ 

17:30 

■ 基調講演【 会場 302 】 

Ｓ１ 
10:00 
｜ 

10:50 

【基調講演】「デジタルファブリケーションと金属加工基盤技術を融合した 
         ものづくり総合支援施設「Garage Sumida」の先進事例のご紹介」 
 

   

                
          
                                           

Ｓ２ 
11:00 
｜ 

12:00 

 

【基調講演】「設計現場での3Dプリンター活用例 ～導入から10年目の3Dプリンター考～」  

  
 
 

                                                                         

  ３Ｄデータ活用 
    ＳｏｌｕｔｉｏｎＦａｉｒ2016 

競合他社の先を行く『革新的なものづくり』を実現するソリューション 

主催：大塚商会 協力：3Dプリンター/3Dスキャナー 他メーカー各社 

開催
日時 

2016年10月21日（金） 
10:00～18:00 

会場 大塚商会 本社ビル3F 
（東京都千代田区飯田橋2-18-4） 

■ Ａコース【 会場 302 】 

● 交通● 
 JR総武線「飯田橋駅」東口 徒歩6分  
 JR総武線「水道橋駅」西口 徒歩6分  
 地下鉄三田線「水道橋駅」A2出口 徒歩8分  
 地下鉄東西線/有楽町線/南北線/大江戸線「飯田橋駅」A2出口徒歩7分  
 地下鉄東西線/半蔵門線/新宿線/「九段下駅」5出口 徒歩7分 

参加費無料 / 事前予約制 

https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/1021cad/ 

申込締切：10月20日（木） 

B１ 
13:00 
｜ 

13:50 

 
 

B2 
14:00 
｜ 

14:50 

B3 
15:00 
｜ 

15:50 

B4 
16:10 
｜ 

17:00 

申込は 
コチラから 

※ 誠に勝手ながら、講演内容が変更になる場合が御座います。予めご了承ください。 

東京都墨田区で長年金属加工を営む、株式会社浜野製作所が運営する「Garage Sumida」は、3Dプリンターやレーザーカッター、CNC加工機 
といった代表的なデジタル工作機器を備え、個人のものづくりからスタートアップ・大学・研究施設、新市場を開拓する大企業まで、年間 
200件を超える本格的な開発設計を伴うものづくりの相談に対応してきました。本セミナーでは、多様化するお客様のご要望にスピーディーに 
対応するための3D活用や、製造現場での実践的な取組みについて、具体的な事例を交えご紹介致します。 

株式会社浜野製作所 代表取締役 浜野 慶一氏 

ライオン株式会社 包装・容器技術研究所 中川 敦仁氏 

ダイキン工業株式会社  電子システム事業部 営業部  田中 哲也氏 

3Dプリンタの活用は、アイデアが素早く形になることで開発のスピードアップに大きな影響を与えています。 
しかし、多くの企業が3D導入したいま、従来の開発ステップに3Dプリンターをはめ込んだだけでは、大きな 
アドバンテージにならなくなってきています。 
導入から本年で10年目の節目に、3Dプリンターを活用した新世代のマネジメントについて議論したいと思います。 

「3DCADを駆使して、構想やイメージをカタチに変えるものづくり」 
開発スピードが要求されるものづくりにおいて、当社では3DCADを活用することで、
設計者、現場作業者の作業効率を上げスピード感あるものづくりを展開しております。
さらに、試作前に構造解析や熱流体解析を活用することで、過剰品質の防止、補強部
品の追加等のご提案を行い得意先の開拓に有効活用しています。また、当社の強みで
ある板金加工技術力の高さを最大限生かすべく3DCAD～CAM連携を図ることで、
バーチャル試作だけではなく実物試作についても工期を大幅に短縮できています。
3DCADを軸としたものづくりをご紹介致します。 

■ Bコース【 会場 200 】 

「設計品質向上に向けた情報基盤の改革」 

製造現場の「見える化」「IoT」などとよく耳にしますが、何を「見える化」すれば 
いいのでしょうか？ 「IoT」で何ができるのでしょうか？ 
最近どの製造業様でも検討課題の１つとして挙げられるIoT活用。 
製造現場の「見える化」を行うことで設備稼働率を上げる仕組みを産業機械用 
信号灯の約70%のシェアを誇るパトライト社よりご紹介致します。 

「IoTで工場を見える化！もっと儲ける工場へ」 

株式会社パトライト シグナル機器東日本営業部 小堀 隆宏氏 

有限会社ステンレスアート共栄 代表取締役社長 永友 義浩氏 

「3Dデータ活用で加速的に進化した 

                                   小規模企業のモノづくり」 

泰興物産株式会社 取締役 丸田 智子氏 

量産しかできなかった射出成形専門の当社が、｢３DCAD｣,「３Dプリンター」を 
導入活用することで、「自社製品の企画・開発」を行い、量産品の製造、販売を
行った事例をご紹介致します。 
さらに、同時期に「CAM」「CAE」を導入し、3か月という短期間で金型製造まで
行える会社へと変貌を遂げていった事例も合わせてご紹介致します。 
 

「金属3Dプリンターの市場動向と真の造形能力」 
革新的な製造方法として認知が広がり始めている金属積層3Dプリンター。 
本セミナーでは、金属3Dプリンターの活用の拡がり、今後の方向性や、国内外 
活用事例のご紹介とともに、積層のみの「パウダーベッド方式」と"積層+切削工程"
の「ハイブリット型」金属3Dプリンターの特徴をご紹介致します。 
“パウダーベッド方式”の3Dシステムズ社製「ProXシリーズ」と“ハイブリッド型”の 
ソデック社「OPM250L」にフォーカスを当て、両金属3Dプリンターのメリット、 
造形比較、後処理方法等カタログ値では分からない真の造形能力をご紹介致します。 

株式会社スリーディー･システムズ･ジャパン / 協栄産業株式会社 
         株式会社大塚商会 CAD製造プロモーション課 

「製造業のQCD改善に貢献する 
                             超軽量3D "XVL" の活用法」 
製造業のものづくりで，品質向上・コスト削減・納期短縮に貢献する XVL の 
活用法を事例とともに紹介致します。 
XVL は、 3D CAD データを 1/100 に軽量化し，設計だけでなく製造や販売・ 
メンテナンス部門に至るまで，全社で活用できる超高速3Dフォーマットです。 
フルアセンブリモデル，部品の組立手順，機構部品の動作，現物をスキャンした 
点群などものづくりに必要な情報を XVL に集約することで，CAD ではできない  
3D 活用が可能となます。 

 ラティス・テクノロジー株式会社 取締役副社長 原田 毅士氏  

「3Dスキャンデータが作り出す新たな活用スタイル」 

「3Dスキャナを使いこなせていない･･･」、｢リバースエンジニアリングを自社設計

にどう活用したら分からない･･･」というようなお話を良く聞きます。 
3Dスキャナー測定で、リバースモデリングを完結するのではなく、従来の測定方法
と組合せる事により、効果的に3Dスキャンデータが活用が出来ます。 
様々な3Dスキャンモデリング方法や、また3Dプリンターや真空成型機との組み 
合わせの活用事例など様々な交え、新しい「リバースエンジニアリング」ソリュー
ションをご紹介致します。 

株式会社スリーディー･システムズ･ジャパン 庄司 逸人氏  

製造業の持続的成長には、品質・コスト・納期の最適なバランスを保ちながら、 
変化する顧客要望や市場環境を先取りできる設計情報の活用がキーとなります。 
多数の組織と技術者の「摺り合わせ」で成立する日本型の設計過程では、基幹 
システムの間で生じる情報生成・伝達・蓄積を司る業務プロセスへの注目が重要 
といえます。本講演では、開発プロセス管理やデザインレビュー強化等、最新の 
ICTを活用した「開発過程の革新」「設計品質向上に向けた取り組み」を具体的 
な事例を交えながらご紹介致します。 

「高付加価値な製品を生み出すための設計環境づくり」 

昨今、製造業は激しい競争の中で他社との差別化を求められており、高付加価値 
の製品を生み出す必要に迫られています。 
新たなイノベーションを生み出すためには、それに費やす時間が必要です。 
しかし、日々の多忙な設計業務に追われ、本来の開発を行う時間がないという声 
を多く聞きます。 
本セミナーでは「テンプレート設計」と「トポロジーの最適化」等を題材として 
取り上げ、既存の設計環境の効率化とイノベーションへアプローチする「最適化」
の基本についてご紹介致します。 
  株式会社大塚商会 CAD製造プロモーション課  

～開発プロセスマネジメント「SpaceFinder」と具体的事例のご紹介～ 

3DCAD/CAM/CAE/CAT/3Dモデラー/3Dプリンター/3Dスキャナー/データ管理 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

            ３Ｄデータ活用Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｆａｉｒ 

■展示コーナー ３Ｄデータを活用するための各種アプリケーションやハード機器をご紹介 

※誠に勝手ながら、展示内容が変更になる場合が御座います。予めご了承ください。 ●３Ｄデータ活用ソリューションフェアに関するお問合せは 
株式会社大塚商会 ＣＡＤプロモーション部 3Dデータ活用Solution Fair事務局 
Tel : 03-3514-7820／E-Mail : seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp 

【会場３０１】他
10:00～18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■COMET L3D 2   
東京貿易テクノシステム(株) 

■SmartScanHE 

■Fortus250mc 
 丸紅情報システムズ(株） 

■DIGITAL WAX 
シーフォース(株) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■GO2cam 
 (株)セイロジャパン 

■hyperMILL 
(株)アルビテクノロジー 

■SolidCAM 
 タクテックス（株） 

■CG Series 
(PRESS/MOLD/MILLING) 

（株）C&Gシステムズ 

 

 
 
 

■ C A L  
(株)大塚商会 

■MakerBot REPLICATOR 
 (株)ストラタシス･ジャパン 

■ProJetX60シリーズ 

・・・弊社初出展 ・・・サンプル品展示のみ 

  ■L-DEVO    
(株)フュージョンテクノロジー 

■ProJet2500 
(株)イグアス 

■ProXシリーズ 
協栄産業(株) 

ローランドD.G.(株)  

■OPM250L 
(株)ソディック 

■EASYMOLD 
(小型射出成形機) 
デジタルファクトリー(株） 

 
 
 
 

▼ＣＡＭ 

▼金型設計 ▼板金加工 

▼３Ｄスキャナー 

▼3Dプリンター 

 
 
 

 
 
 
 
 

■spGauge 
  東京貿易テクノシステム(株) 

■Geomagic  
Design X 

  (株)スリーディーシステムズジャパン 

■spScan 
  東京貿易テクノシステム(株) 

■Geomagic  
 FreeForm 

(株)ケイズデザインラボ 

▼ＣＡＴ(検査） ▼点群データ編集 

・・・金属積層造形機 

■EXCESS-HYBRIDⅡ 
（株）C&Gシステムズ 

■REXCAN CS2+ 
      シーフォース(株) 

■Stratasys J750 

■Formech 300XQ 
(小型真空成型機) 

日本製図器工業(株） 

■Form2 
デジタルファクトリー(株） 

■EDEN260VS 

■PrimeScan 

■K-650 
(株)ケイズデザインラボ 

■MDX-40A 
ローランドD.G.(株) 

■COCO MIYAGI 76 
 (株)デザインココ 

※その他ProJetシリーズサンプルも展示 

※その他 
Fortusシリーズ 
サンプルも展示 

●「3Dデータ活用ソリューションフェア2016」 に関するお問い合わせは 
 

              株式会社大塚商会 CADプロモーション部 3Dデータ活用Solution Fair事務局   Tel : 03-3514-7820／E-Mail : seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp 

■Objet30Prime 
(株)ストラタシス･ジャパン 

(株)ケイズデザインラボ 

■Artec EVA ■Geomagic Capture ■EinScan 

(株)ケイズデザインラボ 

■LEF-20 
(UVカラープリンター) 

■FARO Focus3D ■FAROScanArm HD 

ファロージャパン(株) 

■Edgecam 
  エッジキャム(株) 

▼加工機 

この機会をお見逃しなく！皆様のご来場をお待ちしております。 

■Geomagic  
ControlX 

 (株)スリーディー･システムズ･ジャパン 

▼成形機 /UVプリンター 

■Navisworks  
オートデスク(株) 

■ReCap  
オートデスク(株) 

 

 
 
 

▼I o T 
■AirGRID 
(株)パトライト 

▼CG ▼3DViewer 

競合他社より一歩先を行くための”ものづくり”を支援する、３Ｄデータ活用製品を一堂に展示！！ 

大塚商会は、デザイン現場から製造現場まで、ものづくりをトータルにご提案します 

※ 誠に勝手ながら、講演内容が変更になる場合が御座います。 
  予めご了承ください。 

■ X V L  
 ラティス・テクノロジー(株) 

■Autodesk 3DS MAX 
 オートデスク(株) 

 

 
 
 

▼CAE 
■各種解析 ＆ 
トポロジ最適化 

 (株)大塚商会 

mailto:seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp
mailto:seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp
mailto:seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp


フリガナ ご所属部署名 お役職※ 

ご氏名※  

フリガナ 業種 

貴社名※ 

団体名 

ご住所※ フリガナ 

お電話番号※    FAX番号※ 

メールアドレス※ 

本セミナーをどちらで 

お知りになりましたか  

□ 弊社HP       □ CAD Japan.com HP      □ メール配信       □ その他の媒体    

□ 弊社営業・エンジニアからのご案内                         

FAX 0120-48-0348 

３Dデータ活用 Solution Fair FAX専用お申し込み用紙 

■セミナーのお申し込みは、本紙「FAX専用お申し込み用紙」もしくは上記「ホームページ」をご利用の上、 
   お申し込みください。受講証は、お申し込みいただいた方にFAXまたはE-Mailにてご連絡いたします。 
■お申し込み多数のコースにつきましては、抽選とさせていただきます。 
■FAXで複数人数お申し込みの際は、恐れ入りますが本紙「FAX専用お申し込み用紙」をコピーしてお申し込みください。 

【開催会場案内図】 

FAXお申し込み 記入欄 

（              ） （              ） 

〒 - 

■ 欄内の※は必須記入項目です。記入漏れのないようご注意ください。恐れ入りますが、ご記入は黒のボールペン、万年筆などでお願いいたします。 ■ 太枠内をご記入ください 

■ セミナーお申し込み 
■ご希望のコースに    をご記入ください（複数選択可） 
■時間が重複しているセミナーを受講することはできません。別紙セミナーのご案内で受講時間をご確認ください。 

○本お申し込みに関するお問い合わせは、 
   下記の電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。  
  株式会社大塚商会 DM発送センター 
    ●TEL：04－7148－1735 
 

○開催内容に関するお問い合わせは、下記のメールアドレス、 
  または電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。 
     

  「3Dデータ活用 Solution Fair」 事務局 
 （株式会社大塚商会 CADプロモーション部）  
      ●TEL：03-3514-7820  
      ●E-mail：seizouhansoku@otsuka-shokai.co.jp 

お申し込みコース 

S1 基調講演（10:00～10:50） S2 基調講演（11:00～12:00） 

A1（13:00～13:50） A2（14:00～14:50） A3（15:00～15:50） A4（16:00～17:30） 

B1（13:00～13:50） B2（14:00～14:50） B3（15:00～15:50） B4（16:10～17:00） 

展示のみのご参加 （10:00～18:00） 

（                            ） 

《HP》 https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/16/1021cad/ 

（                            ） 

【開催日】  2016年 10月21日 (金) 10:00～18:00（開場：9:30） 

 
 
 
 
抽選の結果につきましては、締め切り後、お申し込みされた方全員にFAXまたはE-Mailにて順次ご連絡いたします。当選された 
場合は、ご連絡いたしましたFAX用紙またはE-Mail（プリントアウト）が 受講証となります。 
当日会場へお持ちください。 

お申し込み締め切り  2016年 10月20日 (木) 必 着 
  【抽選の結果】 締め切り後、順次お送りいたします 

 お申し込み先 


