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WELCOME TO 
FLASHFORGE Explorer

A. 初めに

B. お礼＆約束

C.  3 分間で 3Dプリンターを理解する



A   初めに

　この度は、本ガイドをご覧いただき、 誠に有難うございます。 本ガイドは Flashforge

光造型 3Dプリンター Explorer 専用マニュアルとなります。本ガイドラインを快適に

利用していただくために全部で四章に分けて紹介させていただきます。

　（Explorer 本体内蔵の Linux システムに基づきの操作案内になります。）

第一章

第二章

第三章

第四章

Explorer の操作設定を理解し、 初めてプリントするために準備を行ない

ます。

ソフト FlashDLPrint のすべての機能を理解することで、  3D データーの

ロード及びデータ転換を行います。

実際のプリントまでの操作を理解しながら、プリント方式を学びます。

その他の情報

Explorer の設定を行う前に以下の内容を確認しましょう：

・   Explorer は静電気に敏感であるため、プリントする前にアースを取付けましょう。

・   Explorer を修理する際に電源をオフにしてから電源コードをコンセントから抜きま

　しょう。

・   Explorer は作動中に強い光と紫外線を生じますので、絶対に光源を直視しないでく

　ださい。

・  レジンは紫外線に非常に敏感であるため、 紫外線が当たらない場所での使用をお勧め

　します。なるべく暗いとことで保存してください。

・   3D プリンターはなるべく換気の良い場所で使用しましょう。

・   人のいない長時間の稼動はご遠慮ください。
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B   お礼＆約束

御礼

　Flashforge 社の光造型 3Dプリンター Explorer をご利用いただき、 誠にありがとうござ

います。  Flashforge 社のその他の製品の使用暦、  または 3Dプリンティングについてよく

ご存知の場合でも、 Explorer 本体を操作する前には必ずマニュアルをご覧になりますよう

お願い致します。マニュアルには重要な情報が記載されております。 マニュアルを参考し、

Explorer の操作を理解した上で初めてのプリントを実行しましょう。

約束 !

　我々は Flashforge 社の販売チームとして、 アフターサービスを大事にしていきたいと思

います。 特に光造型 3Dプリンターは技術性の高い商品であるため、 更なる挑戦でもありま

す。Flashforge 社の商品を購入された方は一対一のアフターサービスが受けられます。使

用中に発生するトラブルに素早く対応させて頂きます。

　3Dプリンターはまだ多くの人には知られておらず、  斬新な商品でもあります。 華やかな

3Dプリントの世界へ導くことは我々 Flashforge 社の目標であります。また、3Dプリンタ

ーは想像力を発揮し、アイディアを形に変換させ、 触れることができるようにすることで、

発想を豊かにしてくれます。

　それではこの素晴らしい体験を始めましょう！
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C   3 分間で 3Dプリンターを理解する

光造型 3Dプリンターって何？

　簡単に言うと 3Dプリンターは立体データを実物に変える三次元造型装置です。光造型

3Dプリンターは 3Dデータを層ごとに発光体に変換し、 光を照射す方式によって、 容器内

のレジンを一層ずつ固めていく技術です。   

3D プリントの流れ

   　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．）　3Dモデリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．）　3Dモデルのスライス（データー転換）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．）　プリント実行 

1．）3Dモデリング：　モデリングには三つの方式があります

　①   三次元ソフトでデーターを設計：  3D グラフィックソフトウェアを利用して自ら 3D

　　  モデルを設計します。 ソフトによるモデリング方式はプロのデザイナーもしくはソフ

　　  トに詳しい方に適応します。

　②   3D スキャン：   物体のスキャンは 3Dモデリングの代替法であります。  3D スキャナ

　　   ーで物体をデーター化してパソコンに保存します。 ここではデバイスとして 3Dスキ

　　  ャナーを購入しなければなりません。

　③   インターネットからデーターをダウンロード：  流行の方法でもあり、  一番簡単な方

　　   法でもあります。 ユーザー様は独自の 3Dモデルをサイトにアップロードすることも

　　   できます。

2．）　3Dモデルのスライス（データー転換）

　　  3D モデルはスライスソフトによって、 3D プリンタが読み取れるGコードに変換させ

　　  ます。 Explorer が使用するスライス機能付きソフトは FlashDLPrint でございます。  光

           造型 3Dプリンター Explorer は専用ソフト FlashDLPrint でスライスされた 3Dモデル

           の G コードのみ認識できます。

3．）   プリント実行

　　  3D プリンター Explorer は Gコードを読み取ることによってプリントが実行され、  レ

          ジンを一層ずつ固めながら重ねていって、実在の 3Dオブジェクトをプリントします。
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ExplorerDesktop 3D Printer

A. 開封ガイド

B. ハードウェアのセットアップ

第一章
Explorer  DLP のセットアップ



A   開封ガイド

　Flashforge 光造型 3Dプリンター Explorer の開封＆組み立ては約 15 分間かかります。 

ここでは正しい開封ガイド及び付属品を紹介します。Explorer は精密機器になりますの

で十分の注意を払って取り扱うようお願い致します。　　　　　　　　　　　

1.   Explorer の段ボール箱を床に置きましょう。

　  カッターナイフでビニールテープをカットし

　  て、箱を開け、上部梱包材を取り除くと、 本

　  体の防塵カバー、電源ケーブル一本、DVI ケ

　  ーブル一本、 レジントレー１個 ( 別当購入要）

　　、 プラットフォーム一個が入っております。

2.   それらを箱から出してテーブルに置いた後に

　  中の梱包材を取り除くと本体の Z軸とネジ、

　  六角レンチ、スクレーバーが入ったビニル袋

　 があります。

3.   すべての付属品を取り出すと、防塵カバーが

　  底面の梱包材にセットされていることが確認

　  できます。
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A   開封ガイド

4.   防塵カバーを取り出すとすべての部品が揃い

　  ます。（右図参考）

5．3Dプリンター本体が入ってる木箱です。

　  （ベンチなど） 工具で注意を払いながら箱を開

　  けましょう。

6.   中には 3Dプリンター Explorer 本体と梱包材

　  が入ってることが確認できます。

7．  本体を木箱から取り出してデスクに置きまし

　  ょう。修理＆メンテナンスする際に返送用に

　 オリジナル梱包箱は保管して置きましょう。
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B   ハードウェアのセットアップ

1.   箱から取り出した Z軸のネジを指で掴んで時

　  計回りに回して左側のリミットセンサーを通

　  り抜けます。（右図参考）

2.   Z 軸は 3Dプリンター本体上部の後ろのセンタ

　  において、 設置位置の四つのネジ穴と合わせて

　  M4*35 のネジ 2個とM4*10 のネジ 2個を取り

　  出して長いネジは後ろに、 短いネジは手前に合

　  わせて付属の六角レンチで Z軸を固定します。

　 （右図参考①、②）

3.   Z 軸を本体にセットしてから、Z軸モーターの

　  コネクタとリミットセンサーのコネクタを繋げ

　  ます。（右図参考①、②）

  　これで Z軸の設置が完了しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

①
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B   ハードウェアのセットアップ

4.  レジントレーのセットアップを行います。まず、

　  六角形のソケット式長いネジを 4本用意して順

　  番に赤色のアルミ板の台面のネジ穴に固定して

　  おきます。（右図参考）

5.   透明なレジントレーを赤色のアルミ板の上に載

　  せ、四つのネジ穴に合わせて、黒いネジでトレ

　  ーを滑り台に固定しておきます。（右図参考）

　  注意：トレーを設置する際にトレーの底面シリ

　 コンの幅が広い方を右側にセットしましょう。

6.   アップを行います。右図のようにプラットフォ

　  ームを Z軸の吊り下げ台に下向きにして台座の

　  ネジ穴 1とプラットフォーム上のネジ穴２を合

　  わせて黒いネジを回して固定します。

 

 

 

 

 
 

②
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B   ハードウェアのセットアップ

7.   次にスクレバーのセットアップを行います。

　  スクレバーを固定する金具をトレーの両サイド

　  のネジ穴と合わせてネジで固定しておきます。

  　スクレバーを二つの金具にセットしてスプリン

　  グを右図のように固定して置きます

　 注意：水平出し作業の前にスクレーバーを外し

　ておきましょう !

　  （右図参考①、②、③、④）

8.   最後に本体に電源ケーブルを挿して電源と繋げ

　  ます。 

　  DVI ケーブルは 3Dプリンター本体とモニター

　  を繋げます。 キーボードとマウスまたはUSB メ

　  モリカードとも接続可能です。 本体 OSは Linux

　  システムとなります。

  　注意：DLP の冷却機能として、電源ケーブルを

　 セットするだけで本体冷却ファンが作動します。

　 そのため電源スイッチ付きのコンセントアダプ

　 ターをご利用ください。

　  （右図参考①、②）

　　　　＊イメージ図

  

  

 

 

① ②

③ ④
 

 

 

 

 

①

②
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第二章
FlashDLPrint ソフトウェア
の紹介

A. ソフトウェアインストール

B. ソフトウエア利用ガイド



A   ソフトウェアのインストール

 ソフトウェアの操作を紹介

ソフトのインストール

1. ソフトウェアを取得

Explorer シリーズは本体に操作システムが入っておりますので、インストールする必要は

ございません。

2. ソフトウェアの起動

モニターのデスクトップ上に FlashDLPrint アイコンをワンクリックでソフトウェアが起動

されます。

3. ソフトウェアの更新

FlashDLPrint の更新は手動または自動両方対応しております。インターネットケーブルを

3Dプリンター本体にセットすることで、常に新しくアップグレートされたソフトウェア

情報がゲットできます。 新しいバージョンがリリースしましたとメッセージが表示される

と、手順に従って更新作業を実行しましょう。

（正常なネット環境で 3Dプリンター本体を起動するたびに新しい更新バージョンを確認

できます。）
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B   ソフトウェアの利用ガイド

以下は光造型 3Dプリンター専用ソフト FlashDLPrint です。

アイコン紹介

状態バー

　　　　のアイコン表示はプリンターの接続状態を現わします。接続されなかった場合は 

　　　　の表示になります。 （接続されてない場合はメニューのプリントから接続してくだ

　   さい）

メニューバー

現在の FlashDLPrint にはファイル、編集、表示、プリント、ツール、ヘルプ等の六つの

メニューがあります

 

 

  
一つまたは複数のデーターのロ

ード  

モデルを異なる視点から観察 

 

 
選択したモデルを移動する 

 

モデルを回転させプリント向きを変

える 

 

 
モデルの拡大と縮小が可能。 

 
サポート材を設定する 

 

 
モデルをスライスしてファイル

として保存する  

ファイルを選んでプリントを実行す

る 
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ソフトウェアの操作

1. ３Dデーターのロード

ユーザー様は以下の方式でモデルのロードが行えます。

①メニューバーから「ファイル」→「ロードファイル」をクリックし、ダイアログが表示さ

れて、その中からファイルを選択できます。

②メニューバーから「ファイル」→「示列」をクリックすることでテスト用サンプルデ

ーターが選択できます。

③メニューバーから「ファイル」→「最近使ったファイル」をクリックすることで最近使っ

たファイルの列表からファイルを選択できます。

注意 : ソフトウェアでスライス可能なモデルのファイル形式は STL ファイルとなります。

2. モデルの保存

ユーザー様は画面に表示されたすべてのモデルまたは選択されたモデルを保存することが

可能です。

メニューバーから「ファイル」→「モデリングの保存」をクリックして STL ファイル形式で

保存します。

3. インポート項目

ユーザー様はメニューバーからの「ファイル」→「開く」をクリックしてすでに存在する項

目のファイル（.dlp）が開けます。

4. 保存項目

ユーザー様はメニューバーの「ファイル」→「保存」をクリックすることで画面上のすべて

のモデルがファイル（.dlp）として保存され、次のプリントでモデルのデータが回復され

ます。またはメニューバーの「ファイル」→「名前を付けて保存」をクリックすることで異

なる場所への保存が可能です。

5. プレビュー操作

マウスを使うことで、画面上での視角の変更、シーンのドラッグ、回転、ドラッグするこ

　とでなどが可能です。

B   ソフトウェアの利用ガイド
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B   ソフトウェアの利用ガイド

5.1 プラットフォームの移動

マウスを左クリックしながらドラッグすることで、プラットフォームの位置を移動する

ことができます。 

5.2 回転

マウスを右クリックしながら移動させることで視点が回転できます。

5.3 アップ表示

マウスのホイールを回すことで拡大または縮小が可能になります。

6. モデルの編集

モデルを移動、回転、拡大、縮小、サポート材の追加、等ができます。

6.1 モデル移動

モデルの移動は二つの方式があります。

■  マウスで移動：画面左側の「移動」アイコンを選択してマウスの動作モードを移動

      モードに変更します。 表示画面でマウスを左クリックをしながら XYのフォーム内で

      移動させなます。 そしてキーボードの Shift キーを押しながら Z方向への移動も可能

      になります。（下図参考）

■   コントロール表示板で操作：画面左側の 「移動」 アイコンを選択してマウスでモデル

　   再度クリックするとダイアログが表示されます。ダイアログで位置設定が可能です。
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B   ソフトウェアの利用ガイド

6.2 回転

マウスの左クリックで回転したいモデルを選択してから、以下の方式でモデル設定が可能

です。

■   マウスでの操作：画面左側の 「回転」 を選択してクリックすると下図のような３本の色

　   の違った輪のオブジェクトが表示されます。 回転方向を決める色の輪の部分をマウスで

　   クリックして移動することでモデリングが X,Y,Z の３方向に回転します。

■   コントロール表示板で操作：画面左側の 「回転」 アイコンを選択して再度クリックする

　   とダイアログが表示されます。 ここで、 モデルを X、Y、Z方向に回転したり、 リセット

　   したらできます。

6.3 スケール

以下の方式でサイズ変更が可能です。

■   マウス操作：左側アイコンのスケールをクリックしてスケールしたいモデルをマウス

　   でワンクリックして、マウス左をクリックを押しっぱなしで左右前後に移動させてサ

　   イズを変更します。

 

18



B   ソフトウェアの利用ガイド

■   コントロール表示板で操作：画面左側の 「スケール」 アイコンを選択して再度モデル

　   をクリックするとダイアログが表示されます。 ここでモデルの方向を個別に設定が可

　   能です。そして、統一をクリックすることで同時にサイズが変更されます。

6.4 サポート材

マウスでモデルをクリックして画面の左側の 「サポート」 を選択するとダイアログが表示さ

れます。 サポート材の取り付けがしやすくなるためにモデルのサイズを変えたり、 プリント

の向きを変えましょう。  

＊ここではモデルにサポート材を自動＆手動で追加したり、 ラフトをつけたりすることがで

きます。（ラフト＝ファンデーション）
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6.4.1 サポート材（自動）

サポート形成をクリックするとサポート材が自動的にモデルにセットされます。

6.4.2 サポート材の添加

サポートタイプ：「追加」を選択してマウスをモデルに移動すると、 モデル表面にサポートが表

示されます。棒状サポートが緑に変わるとサポート取り付けが可能です。 棒状サポート材が

レッドカラーだと、サポート材が付着できません。 サポート材を取り付ける適当な位置を選

択して左クリックするとサポート材がモデルにセットされます。そして、 マウスを右クリッ

クしっぱなしで移動させるとモデルを回転させ、 異なる場所へのサポート材を追加できます。

6.4.3 サポート材の取消

サポートタイプの「取消」を選択して、マウスをサポート材において、サポート

材をクリックするとサポート材が消去されます。

B   ソフトウェアの利用ガイド
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6.4.4 サポート材の修正

サポートのパラメーター①基礎、②サイズ、③高さよりサポート材の密度、形などが編集で

きます。

6.4.5 底面サポート

平面モデルでない場合（凸凹があるモデル）は底面にラフト（サポート材）が必要になり

ます。この時は「底面」にラフトを追加して、棒状サポート材にしたがって、ラフトのサ

イズを変えていきます。（ラフトの形状と厚さは変えることができます。）

6.5   スライス後にサポート材の添加

保存されたスライスファイルに対してもサポートの添加作業が可能です。  メニューバーの

プリントからスライス編集をクリックすると以下のようにスライスのプレビューウィンド

ウが現れます。

B   ソフトウェアの利用ガイド
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B   ソフトウェアの利用ガイド

このダイアログで「ファイルーーー開く」をクリックするとスライスファイル（.dlj）が開

き、 下図のようにプレビューインターフェースに入ります。このインタフェースでは、 左側

にあるスクロールバーをドラッグして、各層の投影情報をプレビューすることができます。

「サポートモードに切り換える」をクリックすると、現在のスライスファイルに対してサポ

ートの添加が可能になります。 この時点ではレッドカラーになっている部分に対してサポー

ト添加が必要になります。 サポートが必要な部分にマウスで左クリックすることでその部分

に対してサポートが添加されます。添加作業が完了したら、ファイルを保存して置きます。

サポートモードのプレビューインターフェース　　　　サポート後のプレビューインターフェース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（赤の部分が緑色の区域に変化します）　　
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6.6 スライス

スライスファイルはプリントする中でもっとも重要な作業の一つです。プリントする前に

まずスライスをする必要があります。スライスとはモデリングを一層一層の図面にスライ

スしてファイルとして保存する作業です。スライス作業は三つの方式があります。

　　■   トップ画面でのスライスアイコンをクリックする

　　■   メニューバーの「プリント→スライス」を選択する

　　■   ショートカットキーの使用 Ctrl+R

スライス操作する際にファイルの保存場所を提示するダイアログが表示されます。スライ

ス後にスライスファイル（.dlj）の保存場所を決めます。 スライス中も下図のように一時停

止または取り消しができます。スライス中に一時停止をクリックするとスライスが一時停

止され、再スタートボタンに変わります。再スタートをクリックするとスライスが続きま

す。取消しボタンをクリックするとスライスの終了となります。

6.6.1 スライスのプロパティ

スライスのプロパティは主にスライスの解像度になります。 現在のレイヤーは 25μm と 50

μmがあります。 「プリント→スライス設定」 を選択してスライス設定のダイアロ

グが表示されます。レイヤーの厚さを選択してから確認をクリックすることで保存されます。

6.6.2 スライスのプレビュー

以下方式でスライスされた後のモデルのプレビューが確認できます。

　　■   1：メニューバーから「プリント→スライス編集」

　　■   2：キーボードの Ctrl+E

B   ソフトウェアの利用ガイド
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B   ソフトウェアの利用ガイド

プレビューは下図を参考：

「ファイル→開く」をクリックしてスライス後にファイル（.dlj）を開くことができます。そ

して、左側のスライダーで各層の形状確認ができます。このインターフェースでもサポート

の添加操作が可能です。（詳しくはサポート添加をご参考ください）

6.7 プリント

3Dプリンターが正しく起動されることで、 スライスデーター（ファイル） のプリントが実行

可能です。

6.7.1 プリント実行

以下方法でプリントを実行する：

　　■   メニュバーの「プリント→プリント」 

　　■   キーボードで Ctrl+P

プリントする前にスライスデーター一覧が開かれます。プリントしたいデーターを選択して

から確認をクリックするとパラメーター設定画面に入ります。

実際のプリント前に水平出しを行いましょう !（32 ページ参照）
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■   情報：プリント及びスライス情報の表示：モデル名、レイヤー（μm）

■   時間と素材：プリントの所要時間、プリントに必要レジン量「プリントボリューム」

　 （ml）、及びスライスのすべてのレ イヤー数

■   素材の選択：異なった素材では形成時間も異なるので、正確な素材を選ぶことが重要

　   になります。

■   作業のガイドライン：手順に従って操作を完成させます。（ブレード＝スクレバー

■   プリント：準備作業が完了後はプリントを開始できます。 「プリント」をクリックする

　   と以下のダイアログが表示されてプロジェクタの正常起動が確認されます。

6.7.2 UV レジン

レジン成分によって特定のパラメータが決まっています。

以下は FlashDLPrint ソフトが自らもっている使用可能素材となります。

以下の方式で「レジン選択」のダイアログに入ることができます（下図参考）：

B   ソフトウェアの利用ガイド
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注意： 3 0 秒～ 60 秒でプロジェクタが正常に

起動されます。 （本体の右側の取手からプロジ

ェクタの青い LEDの点滅が確認できます。点

滅が終了するまでしばらくお待ちいただいて

から、 確認ボタンをクリックしてプリントを

スタートします。



■   プリントするパラメータのダイアログから「素材目次」をクリックする

■   ツールコントロールパネルのダイアログから「素材目次」をクリックする

素材目次のパラメータを修正したり、新しい素材目次を追加したり、消去することができま

す。

素材パラメータの説明：

　　■   プロジェクタ解像度の選択： 50μmのみ対応します。

　　■   基盤の硬化時間 ( 秒 )：ラフトのプリント時間

　　■   基盤レイヤー数：ラフト数量

　　■   単層成形時間：モデルのプリント時間

　　■   成形オーバー分の時期 ( 秒 )：モデル外枠エッジ形成時間

注意：層と層を滑らかに形成させるために特殊な処理を行なっております。エッジ形成時間は

　　    各層の形成時間のことを示します。

6.8 プリント情報

プリント開始後、右下に以下ようにプリント情報ダイアログが表示されます。

B   ソフトウェアの利用ガイド
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A   ソフトウェアのインストール

6.9 一時停止＆キャンセル

プリントがスタートするとステータスバーは以下にように変わり、プリント状態が確認で

きます。

 

■   「一時停止」ではプリントを一旦止めます。 その後 「一時停止」 が 「継続」 に変更し、 「継

続」をクリックするとプリントが再開されます。

■   「キャンセル」をクリックすることでプリントが中止されます。

7. プリンタ操作

7.1 プリンタの接続と切断

ソフトウェア<FlashDLPrint> が起動すると自動的にプリンタと接続されます。 

ソフトウェア<FlashDLPrint> を閉じると自動的に切断されます。

7.2 射影補正

ツール→コントロールパネルからプリンタ状態→初期設置をクリックしてプロジェクタ電

源をオンにすると、次のベースラインの投影を見ることができます。ユーザー様は、実際

の状況に応じて、焦点距離とプロジェクタの位置を変更することで最適な投影が行えるよ

うに設定します。焦点距離を間違えばプリント効果に影響されます。

（出荷前に焦点距離は設定済みです。）

 

 

27



7.3 水平出し

フォーミングの位置設定はプリント中でプラットフォームがスムーズにレジントレーの中

で移動できるように設定することが重要です。

7.4 コントロールパネル

パソコンとプリンタが接続され、メニューバーの「ツール→コントロールパネル」をクリッ

クすると以下のダイアログが表示されます。

＊現在ではほとんどの機能は使用できません。「初期位置」ボタンをクリックすると初期位

置に設定されます。それで、すべて機能が回復されます。ユーザー様はここで、X-Y-Z 軸の

位置、プロジェクタの電源とパラメータの調整及び素材の変更が可能になります。

注意 : 現在の設定を変えてしまうとプリント精度に悪い影響を与えてしまう恐れがあります。

7.5 ファームウエアの更新

3Dプリンターがインターネットに繋がってる状態で、ソフトウェア FlashDLPrint を起動す

るたびにファームウェアの更新が確認され、ユーザー様に提示します。

メニューバーの「ツール→ファームのアップロード」 をクリックすると更新作業がスタートし

ます。

B   ソフトウェアの利用ガイド
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A   ソフトウェアのインストール

8. その他

8.1 初期設定

メニューバーの 「ファイル→環境設定」でソフト言語の選択が可能です。 OK をクリックし

て再起動します。

8.2 ヘルプ

メニューバーの「ヘルプ→ヘルプ」をクリックしてヘルプドキュメントが確認できます。

8.3 ソフトのアップグレード

8.3.1 オンラインでの操作 ( 更新を確認する）

メニューバーの「ヘルプ→ソフトのアップグレード」をクリックしてオンライン上での新

しいバージョンを確認します。更新可能なバージョンが検索されるとユーザー様はソフト

ウェアのアップグレードが可能になります。

8.3.2 ローカルバージョンを更新

メニューバーの「ヘルプ→ファイルからの更新」をクリックすると手動での更新ダイアログ

が表示されます。新しいソフトウェアバージョンを選択して更新をクリックすることでソ

フトが更新されます。

（FLASHFORGE JAPAN の公式ホームページのサポートページより Explorer のソフトウエアが

確認できます。）

B   ソフトウェアの利用ガイド
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第三章
初めてのプリント

A. 水平出し

B. プリント実行

C.  オブジェクトの手入れ方法



A   水平出し

ソフト FlashDLPrint を理解することで光造型 3Dプリンター Explorer で実際のプリントが

可能になります。プリントを実行する前にプラットフォームの水平だし作業を行ないまし

ょう。

DVI ケーブルで 3Dプリンター Explorer 本体とモニターを接続し、電源ケーブルをコンセ

ントにセットすると冷却ファンが起動されます。 30 秒ほどでモニターが起動され、 デスク

トップ画面から FlashDLPrinter をクリックすると以下のようなソフトウェアが確認できま

す。

画面のメニューバー「ツール→水平出し」を選択すると接続ダイアログが表示されます。
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モニターとプリンタが接続されると以下のように水平出しの案内が表示され、手順に従っ

て水平出しを行いましょう。

1. プラットフォームが上下に移動できるように、プラットフォームの水平出し用４つのネ

ジを緩めておきます。

付属の六角レンチで下図のようにプラットフォーム

の四つのネジを緩めます。注意：プラットフォーム

が上下に移動できる程度で緩めれば結構です。ネジ

を緩めたら、水平出しダイアログにチェックを入れ

ます。

2. ホーミング後のプラットフォームが水平状態です。

 

 

A   水平出し
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A   水平出し

第一の手順が完了して、第二の手順にチェックを入

れるとプラットフォームはレジントレーの底面まで

降りてきます。そして、プラットフォームとレジン

トレーの間に隙間がないほど、押し付けます。

3. プラットフォームを押し付けながらネジを固定します。

ここで緩んだネジを固定しますが、 上記の図のように指で台を押すことで力の加減に気を配

りながら固定して行きます。注意：締めすぎるとねじ山が壊れる恐れがありますので締めす

ぎないように気を付けましょう !

4. 一つ前の手順に戻る（オプション）：

以上手順に従って水平だしが完了するとOKをクリックして終了します。
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B   プリント実行

水平出しが終わったら、実際のプリントが可能になります。ソフト FlashDLPrinter を立ち

上げて、プリントしたいデータを選択してロードします。対応データー形式は STL ファイ

ルになります。左側アイコンでモデルをプリントできる位置とサイズを変更します。

（下図参考）

スライスを実行してファイルを保存します。スライスが終わったら「OK」をクリックしま

す。
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プリントオプションからスライスファイル（.dlj 形式）を選択すると下図のようにダイア

ログが表示されます。 プリント情報、時間＆素材、素材選択及び準備作業ガイドとなりま

す。

注意：実際に使用されるレジン素材を選択することでパラメーターが変わりますので設定

　　　は修正しないでください。

それでは準備作業のガイドに従い順次に実行しましょう。

ステップ 1 - プリンタ電源を確認し、USB 通信が正常に起動されているかをチェックします。

ステップ 2 - レジントレーとプラットフォームをセットし、スクレバーだけを取り外します。

　　　　 　 （スクレバーはここではまず外しておきますが、プリントする直前には取り付け

                       る必要があります。）完了後はチェックを入れます。

ステップ 3 - プラットフォームの再配置

ステップ 3ではプリントを始まる前にプラットフォームをフォーミングします。項目前にチ

ェックを入れると下図のようにダイアログが表示されて 「OK」 をクリックすると Z軸と X軸

は移動してプラットフォームはフォーミングされます。

B   プリント実行
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B   プリント実行

ステップ 4 - レジントレーにレジンを入れることと液体がプラットフォームの底面に付く

　　　　　   ほどプラットフォームのフォーミング後にレジントレーにレジンをゆっくり

　　　　　   注入しましょう。レジンは少なくともプラットフォームの板上に達するまで

　　　　　   注入します。色の異なったレジンは混ぜって使用しないでください。完了後

　　　　       は項目前にチェックを入れます。

ステップ 5 - スクレバーと防塵カバーを取り付けてプリントを開始する

ステップ 6‐プロジェクタがオンになっていることを確認してください。（25 ページ参照）

防塵カバーは防塵と紫外線を避ける機能をしており、プリント中は必ず付けておきましょ

う。完了後は項目前にチェックを入れます。

最後に、プリントするをクリックします。モデルのサイズと精度が異なることでプリント

の所要時間も異なります。安全のため必ず人がいる場所でプリントを実行しましょう。
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C   オブジェクトの手入れ方法

オブジェクトの洗浄について、オブジェクトが入る容器内に一定量のアルコールを入れて

おきます。プリント終了後、プラットフォーム上部のネジを取り外してプラットフォーム

を反対向きにして、へラーまたはカッターナイフでオブジェクトを取り外してピンセント

を使ってオブジェクトをアルコールの入った容器内に入れて洗浄します。プラットフォー

ムは綺麗に拭いておいて、残ったレジンはボトルに戻して、トレーはホコリが付かないよ

うにビニール袋に入れて暗い場所で保管してください。

注意 : 作業中は防犯メガネとマスク使用し、必ずビニール製手袋をつけましょう！
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第四章
その他の情報

A. サポート

B. 一般的な問題とメンテナンス

C.  製品スペック



困ったときは？
　　　

　　

　　

　http://flashforge.co.jp/support/
　　　

　　　サポート電話番号：　06－6710－9061

　　　FAX からの問合せ：　06－6575－9907

　　　メールでの問合せ：　info@flashforge.co.jp

住所：大阪府大阪市浪速区日本橋 4－5－9 APPLE TREE 株式会社

　　　

　　　FLASHFORGE JAPAN

　　　www.flashforge.co.jp

A   サポート
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B   一般的な問題とメンテナンスについて

注意事項：

1. 使われない時はホコリ等を防ぐために上部カバーを付けて置きましょう。

2. 日光の少ない場所または乾燥した清潔な環境で使用しましょう。そして作動中に防塵カ

バーを付けましょう。

3. プリンターの作動環境の適応温度は 16℃~30℃です。

4. 長い時間放置する場合は残ったレジンをレジンボトルに戻して、日光のない場所で保管

しましょう。レジントレーはアルコールで洗浄します。

5.3D プリンターを起動する場合、先に映像ディスプレイ、キーボード、マウスなどを本体

と繋いでから、電源ケーブルをセットして、電源を入れましょう。
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プリンタ名 Explorer 

出力方式 光造形方式 

  

高精度造型サイズ 51.2mm*38.3mm*150mm 

レジン FE1100 シリーズ，FE1200 シリーズ UVレジン 

ボディーカラー ブラック＆オレンジ 

XY 軸精度 0.05mm 

積層レイヤー 0.05mm, 0.025mm 

ボード DVI 

操作システム Linux 

電源 電圧100VAC、消費電力 300W 

重量 24kg 

サイズ 500*310*780mm 

梱包サイズ 605*415*385mm 

使用ソフト FlashDLPrinter 

ファイル形式 STL 

C   スペック
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操作システム　　　　　　　　　　　　Linux（内蔵）


