
　

AM（3Dプリンター）ラボ1の開設 ご利用の流れ

　写真は、ハサミの造形事例です。金属粉末AM装置では、ビ
ルドプレートに付いた状態で造形されるため、造形後にワイヤ放
電加工機などを用いて造形品をビルドプレートから切り離します。
ネジ穴なども造形でき、各パーツを組み立てたハサミは、実際に
使用することができます。

　三次元積層造形装置（3Dプリンター）による3Dデジタルも
のづくり支援強化のため、これまでの樹脂粉末AM装置に加
え、金属粉末AM装置を本部に導入しました。造形品の後加
工を行う設備も整備し、「AM（3Dプリンター）ラボ1」を開設し
ました。
　金属と樹脂のAM装置による総合的な支援体制により、開
発型中小企業の高付加価値ものづくり支援に取り組みます。
※樹脂粉末AM装置による支援は「AM（3Dプリンター）ラボ2」で実施してい
ます。

　造形は機器利用サービスとし
て実施します。まず、お客さまに
造形用のモデルデータをお持ち
いただき、造形に必要な編集を
行います。造形機にデータを転
送し、造形を行います。
　造形後には、ビルドプレートか
らの切り離し、熱処理、サポート
の除去などの後処理工程を依
頼試験サービスとして承り、円
滑な試作開発を支援します。
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金属粉末AM装置 料金表

仕　　様

　平成２７年７月１日より、金属粉末AM（3Dプリンター）による機器利用サービスを開始します。これまでの樹脂AM装置ではできな
かった強度のある部品を作ることができるため、実際に組み立てて最終製品に近い環境でテストを行うなど、高度な部品試作が可能に
なりました。

機械技術グループ＜本部＞　TEL 03-5530-2570お問い合わせ

モデルデータ編集

サポートデータ追加

スライスデータ作成

造　形

熱処理

ビルドプレートから切断

サポート除去

仕上げ加工

機器利用項目 一般料金中小企業料金

16,776円
16,153円

8,617円
8,193円

922円922円

最初の1時間
追加1時間ごと

材料費（50gにつき）

45,252円
4,525円

45,252円
4,525円

ビルドプレート使用料（持ち出し可）
（持ち出し不可）

2,221円1,110円機器調整準備費（30分ごと）

  後加工設備

・ワイヤ放電加工機 ・コンタマシン ・熱処理炉

・ブラスト装置 ・マシニングセンタ ・バレル研磨機

ハサミの造形事例

造形サイズ 250×250×300[mm]
レ ー ザ ー 500Wファイバーレーザー

雰 囲 気 窒素ガス

造形材料 ステンレス鋼17-1PH（SUS630相当）

メー カ ー 3D Systems

型 　 番 ProX300

バンコク支所が海外現地支援をスタート
　平成27年4月、ASEAN地域に進出した日系中小企業を現地で技術支援するために、都産技研初の海外拠点となるバンコク支所
をタイ王国に開設しました。バンコク支所はASEAN地域で展開する日系ものづくり中小企業の活動を支援します。
　バンコク支所では主に、製品の品質問題や工程改善などの技術課題に対する相談をお受けします。また、国際化対応、産業動向に関
する技術セミナーを開催します。バンコク支所の3名の職員が、現地での活動をお手伝いします。

特集 海外展開支援

技術相談・実地技術支援（無料）

展示会や工業団地での出張相談会の開催 技術セミナーの開催

　技術相談は、来所・電話・メールでお受けします。「品質を向上したい」、「EMC試験や材料強度試験を行いたい」などの技術的な
相談に対応します。バンコク支所で解決できない課題は、都産技研本部とTV会議システムで中継し、研究員が遠隔相談で対応しま
す。また、職員が工場や事業所を訪問し、現場が抱える課題のご相談にお応えする実地技術支援を行います。

　バンコク支所の職員が、バンコクで開催される展示会や工業
団地に出向き、出張相談会を開催します。
　6月24～27日にバンコクで開催された「第2回 Mfair 
Bangkok 2015 ものづくり商談会」でも、多くの日系企業から
の技術相談をお受けしました。また、タイの工業団地での出張相
談会も適宜開催しています。
　出張相談会の開催については、ホームページでお知らせして
います。

　海外に進出した日系ものづくり中小企業に向けた品質管理
や製品安全等に関するセミナーを開催します。また、企業の個
別課題に関するオーダーメードセミナーにも対応します。セミナー
の開催は、ホームページでお知らせします。
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都産技研バンコク支所と本部（江東区青海）との連携による
都内中小企業の製品輸出支援の充実

TV会議システムを活用した本部との連携

タイのものづくり活動情報を
都内中小企業へ還元

（現地工業団地の技術ニーズ等の情報）

バンコク支所と都産技研本部との連携イメージ

http://www.iri-tokyo.jp/tiri-bb/
MIDI Building, 86/6, Soi Treemit, Rama Ⅳ Road, Klongtoei,
Bangkok 10110.
E-mail  tiri-bb@iri-tokyo.jp
●Chalerm Maha Nakhon Expressway
　Narong  Expressway Exit から　約１km

●BTS　エカマイ駅　徒歩18分　

本　　部
〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10
TEL. +81-（0）3-5530-2111（代表） FAX. +81-（0）3-5530-2765

城東支所
〒125-0062　東京都葛飾区青戸7-2-5
TEL. +81-（0）3-5680-4632 FAX. +81-（0）3-5680-4635

墨田支所  生活技術開発セクター
〒130-0015　東京都墨田区横網1-6-1 KFCビル12階
TEL. +81-（0）3-3624-3731（代表） FAX. +81-（0）3-3624-3733

城南支所
〒144-0035　東京都大田区南蒲田1-20-20
TEL. +81-（0）3-3733-6233 FAX. +81-（0）3-3733-6235

多摩テクノプラザ
〒196-0033　東京都昭島市東町3-6-1
TEL. +81-（0）42-500-2300（代表） FAX. +81-（0）42-500-2397

連  携

交通のご案内

都産技研本部（江東区青海）

事業所のご案内

バンコク支所のご案内
Tokyo Metropolitan Industrial Technology
Research Institute (TIRI), Bangkok Branch

：BTS スクムビット線 ：高速道路

：BTS スクムビット線 ：高速道路
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都産技研本部（江東区青海）

事業所のご案内

バンコク支所のご案内
Tokyo Metropolitan Industrial Technology
Research Institute (TIRI), Bangkok Branch

：BTS スクムビット線 ：高速道路

：BTS スクムビット線 ：高速道路バンコク支所へのアクセス

MIDI Building, 86/6, Soi Treemit, Rama Ⅳ Road,
Klongtoei, Bangkok 10110.
●Chalerm Maha Nakhon Expressway Narong Expressway 
Exit から約１km

●BTS エカマイ駅　徒歩18分

※AM：Additive Manufactureing

Intermach & Subcon Thailand 2015 （5月13～16日開催）

造形事例
（税込）
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