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昨年行われました「formnext 2017にみる3Dプリンター最前線」セミナーの内容に加筆して1冊のレポートにまとめたレ

ポートを、関連会社の(株)3Dプリンター総研より今月刊行いたしました。

3Dプリンターの技術と市場との両方を熟知した専門家によるレポートですので、一般の書籍やコンサル会社のレ

ポートとはまったく異なる切り口で解説しております。
日本の展示会をどんなにつぶさに見ても、世界の動向はわかりません。その理由は、これからの時代を作っていく世
界の次世代ベンチャー企業が日本の展示会にはほとんど出展していないからです。

3Dプリンターも2016年より第二世代に入りました。1980年代から2000年頃までに考案された造形原理は今や成熟し、

これを主力としている第一世代に属する大手メーカーも、時代の変化の中で大きな壁にぶつかっています。
第二世代のベンチャー企業や新技術の情報を手に入れたい方、必読のレポートです。
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　　　　　1. ［参考］EnvisionTEC社（ドイツ）
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　　　　　5. Wacker Chemie社（ドイツ） 　　　　　2. 株式会社ミマキエンジニアリング（日本）　 　　　　　5. 材料噴射法（MJ）
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　　　　　10. EOS社（ドイツ） 　　　　　3. AddUp社 （フランス）
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           1. AIM3D社（ドイツ） 　　　　　6. Formlabs社（アメリカ） 　　　　　2. Materialise社（ベルギー）
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　　　　　4. BURMS社（ドイツ） 　　　　　1. BeAM社（フランス） 第6章　 おわりに
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