
デジタル技術の活用により
モノづくり能力を高めていこう
製造･生産現場におけるデジタル技術の活用法

デジタル試作で新事業創出

～京都試作ネットの挑戦～

デジタルエンジニアリング
(３Ｄプリンタ ,３Ｄデジタイザ )のツール、
設備開放利用について

日　時

場　所

３次元デジタルデータを活用した

元気なモノづくり

過去とは比較にならないほど、３次元デジタル技術を扱う機器が安価かつ日常的に活用され始め、ものづくりの
現場でのデジタル技術の活用が進んでいます。こうした動きは、サービス業の製造業化、下請け製造業の
オリジナル製品の開発など新しい動きを加速し、ものづくりの担い手のすそ野が大きく広がろうとしています。
このようなトレンドをつかむことにより、設計能力の向上ひいては企画提案力の向上を支援し、新しい事業創出
の支援を行うためのきっかけづくりとなればと考えております。

１５：００ ＞＞１７：１５
＜ 実　演 ＞　一部 14：30 ～／二部 17：15 ～

第 118 回産学交流サロン「ひびきのサロン」

２０１３年　 月　 日

講演Ⅰ 15:05～ 15:50 15:50 ～ 16:35 16:45 ～ 17:15講演Ⅱ 講演Ⅲ

有限会社ニコラデザイン･アンド･テクノロジー 株式会社クロスエフェクト 福岡県工業技術センター
機械電子研究所代表取締役　水野　操　氏 代表取締役　竹田　正俊　氏

（公財）北九州産業学術推進機構  産学連携統括センター
〒808-0135  北九州市若松区ひびきの２番１号
TEL： (093)695-3006 FAX：(093)695-3018

E-mail:iac@ksrp.or.jpURL:http://www.ksrp.or.jp/fais/iac/

産学連携統括センターＨＰ
第 118 回産学交流サロン参加申し込みフォーム

もしくは裏面 FAX にて　お申込下さい

産学連携センター　北九州

お申込み
＆

お問合せ

産学連携センター２階　研修室北九州学術研究都市

実 演

北九州市立大学北九州市立大学九州工業大学
大学院

九州工業大学
大学院

早稲田大学大学院早稲田大学大学院

技術開発交流センター技術開発交流センター

運動場

体育館体育館

学術情報センター学術情報センター

学研大通り西交差点

ひびきの入口

交差点 会議場会議場

産学連携
センター
産学連携
センター

産学連携センター２F

Access

鹿児島本線『折尾駅』下車　

北九州市営バス　
折尾駅西口→学研都市ひびきの　
※所要時間約１５分　

［公共交通機関の場合］

▼

［車の場合］

学術研究都市
※北九州都市高速道路黒崎出入口から所要時間 20分 

▼

北九州都市高速道路黒崎出入口
（黒崎・折尾出口下車折尾方面へ）

造形事例

第１部 14：30～
第 2部 17：15～

３Ｄプリンタの
紹介と機器の

実演を行います！



実　演
あります

FAX での申し込みはこちらから

下の用紙にご記入いただき、 切り取らず
そのままこちらの面を FAX して下さい。

(093)695-3018

貴　社　名

住　　　所

参加者氏名

電 話 番 号

ひびきの会員 サロン参加歴

E - m a i l

メールマガジンによるサロン等の案内を　　 □希望する　　□希望しない　　□登録済

FAX 番 号

所属・役職

□初めて  　□参加歴あり□会員である  □会員ではない

ふ　り　が　な
118

〒

ご記入いただいた個人情報は、( 公財 ) 北九州産業学術推進機構が細心の注意をもって取り扱います。また、無断で第三者に提供することはありません。当財団が関与する
産学連携に関するイベント等についてDMや E-mail 等にてご案内する場合があります。

第 118 回産学交流サロン 「ひびきのサロン」

デジタル技術の活用によりモノづくり能力を高めていこう

～製造 ・生産現場におけるデジタル技術の活用法～

「３次元デジタルデータを活用した元気なモノづくり」

「デジタルエンジニアリング (3D プリンタ、 3D デジタイザ ) のツール、 設備開放利用について」

「デジタル試作で新事業創出 ～京都試作ネットの挑戦～ 」

有限会社ニコラデザイン ・ アンド ・ テクノロジー
代表取締役　水野 操　氏 

福岡県工業技術センター機械電子研究所

株式会社クロスエフェクト
代表取締役　竹田 正俊　氏

1967 年　東京生まれ

1992 年　Embry-Riddle Aeronautical University （米国フロリダ州） 航空宇宙工学修士課程修了

・ 外資系CAEベンダーにて非線形解析業務に携わった後、 PLMベンダーにて複数の大手自動車会社にて、 3D CAD、 PLMの導入に携わる。

・ 外資系コンサルティングファームにて、 大手メーカーの開発プロセス改革のコンサルティング業務に携わる。

・ 外資系企業の日本法人立ち上げや新規事業企画、 営業推進などを経験。

2004 年　ニコラデザイン ・ アンド ・ テクノロジーを起業し、 代表取締役に就任。

現在　　同社にて、 オリジナルブランド展開や、 新規事業企画、 マーケティングコンサルティングを推進。

一個人のアイデアを次々に製品化する手法から、 下請けから脱却してオリジナルブランドを作った事例まで３次元デジタルデータを活用

した様々な取り組みを紹介。 また、アイデアをかたちにする主要な製品、開発の流れに沿った適用方法など、その効果、勘所を教える。

2001 年 7 月京都府南部に機械金属関連の中小企業 10 社が共同で立ち上げた 「試作に特化したソリューション提供サービス」 を専

門とするサイト 「京都試作ネット」 の紹介。 マーケティングとイノベーションによる 「顧客の創造」 を軸に、 試作加工をきっかけとして

新たな顧客を開拓している。

1973 年 京都市生まれ

1996 年 立命館大学卒

1999 年 米国 De Anza College 卒

2000 年 クロスエフェクト創業

（略歴）

（略歴）

（著書）

平成２５年３月５日（火）
講演会１５：００～１７：１５

実演　第１部 １４：３０～
　　／第２部 １７：１５～

実演 第１部 
１４：３０～

「デジタルで起業する」 「絵ときでわかる 3 次元 CAD の本」 「SolidWorks でできる設計者 CAE」 ほか

機械電子研究所では、 ラピッドプロトタイピング (RP) のツールとして、 ３D プリンタ 「uPrint」 や３D デジタイザを設置。 ものづくりや試

作効率化に役立つ RP 技術の紹介、 機械電子研究所に導入設備と設備開放利用の概要を紹介する。

2001 年 株式会社クロスエフェクト法人設立、 代表取締役就任

2006 年 京都試作ネット　副代表理事就任

2011 年 京都試作ネット　代表理事就任

2011 年 株式会社クロスメディカル法人設立、 代表取締役就任

講演Ⅰ

講演Ⅱ

講演Ⅲ

15 ： 05 ～ 15 ： 50

15 ： 50 ～ 16 ： 35

16 ： 45 ～ 17 ： 15

３Ｄプリンタを使用した

３Ｄモデル製作の

実演を行います！ 実演 第２部 
１７：１５～

講演会


