
ユーザーガイド
Desktop 3D Printer

FLASHFORGE JAPAN

Guider



Dreamer User Gui de | www. f f 3dp. com 2Dreamer User Gui de | www. f f 3dp. com 2

FLASHFORGE
3D PRINTER



CONTE NTS

WELCOME  TO  FLASHFORGE Finder　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
A.  初めに           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
B.  FLASHFORGE 商品とお客様との約束 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
C.  ３分間で３Dプリンタを理解する  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

第一章 Finder の設定  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    9
A.  開封ガイド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10
B.  Guider の仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
C.  ハードウェアのセットアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  16
　C1.  フィラメントセット   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　C2.  フィラメントのインストール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

 

　  

D.  フィラメントの押し出し＆取り出し                                                                               18

　D1. 押し出し                                                                18
　D2. 取り出し                                                                 19
E.  プラットフォームの水平出し                                             　　　　　　　　　　　 20

第二章 FLASHPRINT ソフトウェアの紹介                                      　　　　　　　　　  21
A.  ソフトウェア機能の紹介                                                 　　　　　　　　　　　　22

第三章 初めてのプリント                                                   　　　　　　　　　　　　   44
A.  概要                                                                   　　   45
 

　  

　  

B.  プリント方式                                                                 51
　B1.  USB ケーブルで接続してプリントする                      
　B2.  ＳＤカードでプリントする                                            　　　　　　　　　　   51
　

第四章 その他の情報                                                       　　　　　　　　　　　　　   53
A.  ヘルプ＆サポート                                                           54
B.  スペック                                                                       55

　

4

６

７

    13

    51

Guider  User  Guide |  www.flashforge.co.jp                                                                3

16
18

　C3.  電源ケーブル＆USBケーブルの接続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  17



WELCOME TO
FLASHFORGE FINDER

A. 初めに

B. FLASHFORGE 商品とお客様との約束

C. ３分間で３Dプリンタを理解する

Guider  User  Guide |  www.flashforge.co.jp                                                                ４ 



A. 初めに

    この度、本ガイドをご覧いただき、そして支持をいただきまして誠に有難うご
ざいます。本ガイドはFlashforge社３DプリンタFinder 機種のみ適応しております。 
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つの章に分けて紹介さ
せていただきます。 （win７のパソコン環境に基づきの操作案内になります。）

　第一章　　Fuiderの操作設定を理解し、初めてプリントするための
　　　　　　準備をします。
  
  第二章　　FlashPrintソフトウェアのすべての機能を理解することで、

　　　　　  ３Dモデリングのセットアップ及びデータ転換を行います。

　第三章　　実際のプリントまでの操作を理解しながら、 異なるプリン
 　　　　　 ト方式を学びます。

　第四章　    その他の情報

Guiderの設定を行う前に以下の内容を確認しましょう：

・ Guider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。

・ Guider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。

・ Guiderは作動中にヘッドは高温になりますので、十分に冷却されるまで手で触
   らないように気を付けましょう。

・ フィラメントは高熱で溶かされることによって臭いがしますので、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 FLASHFORGE商品とお客様との約束

御礼!
　Flashforge 社の 3DプリンターFinder をご購入いただき、 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 プリント技術について

よくご存知の場合でも  Guider本体を操作する前に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。  マニュアルをご覧になり、Guider

の操作を理解しょう。

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3 D プリンタは技術性の高い商品でもあるため、  更なる挑戦でも

あります。

　Flashforge 社の商品を購入される方は 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を素早く解決させて頂きます。

  3 D プリンタ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。  3 Dプリン

タは想像力を発揮し、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プリンタを理解する

3Dプリンタって何？

　簡単に言うと3Dプリンタはパソコン中の3次元データ物体に変える装置であります。
近年よく見かける3Dプリント技術はFDM(Fused  Deposition  Modeling )の熱溶解積層
法です。 Guiderはこのような方式を使用しております。  熱可塑性樹脂材料を高熱で溶
かし、  ノズルから細い糸状の樹脂を押出し、  造形テーブルに塗り重ねる方式で積層し、 
立体形状を作り出します。

3Dプリント工程

3Dプリントの三つの工程：　　　 　1．）　3Dモデリング

　　　　　　　　　　　　　　　　 2．）　3Dモデルのスライス

　　　　　　　　　　　　　　　　 3．）　プリント

1．）3Dモデリング：　
　　　　　　　　　　モデリングには三つの方式があります

　　自ら3Dモデルの設計：     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 。 例えば、 utoCAD， SolidWorks， Pro-E
　　　　　　　　　　　　　   等のグラフィックソフトウェアを利用します。  ソフト

                             を使う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。

　　　　　　  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。 モバイルデバイス上で適切なアプリをインス
　　　　　　　　　　　　　   トールすることで3Dスキャンが実現できます。

    ネットからダウンロード：   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。
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 2．）　3Dモデルのスライス :
　　　     3Dモデルはスライスソフトを通し　　　　　　　　　　　　　　　　　て3Dプリンタが読み取れるGコード

　　　　　に変換させます。 Guider が使用するスライス機能付きソフトは  Flash

           Printでございます 。 はUSBケーブル、 を　　　　   介して 

t ソフトでスライスされ たGコード化された３Dモデル　　　　　を 読み

 3．）　プリント

　　　     Gコードは が読み取ることによってプリントが実行され、フィラ

　　　　　 メントが塗り重ねて実在の３Dオブジェクトがプリントされます。

Guider

Guider

USB メモリ

FlashPrin

取ります。



第一章

Finder の設定

A. 開封ガイド

B. 　Finder の仕様

C. ハードウェアのセットアップ

D. 

E.

フィラメントの押し出し＆取り出し

水平出し
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A. 開封ガイド

　

Flashforge 3DプリンタGuiderをご購入いただき、誠にありがとうございます。
 

10分間で ３D プリンタの使用が可能になります。 ここでは正しい開封ガイド及び

付属品を紹介します。Finderは精密機器になりますので注意を払って取り扱うよう

お願い致します。

　では、始めよう！

１、Guiderの箱をきれいな床に置
きましょう。箱を開封すると両サ
イドにスチロールで挟んだ本体と
その上に段ボール箱が見られます。

２、段ボール箱にはアクリルカバ
ーの組み立て部品が入っています。
組み立て方法はホームページサポ
ートを参考ください。

3、スチロールを取り出し、本体を
箱から出します。プリンタヘッドを
保護するスチロールにフィラメント
装着軸と簡単ガイド、USBメモリが
入っています。

  

約
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4、ヘッドの保護スチロールを取り出

すとヘッドと X軸軌道が見られます。

注意を払ってまずプラットフォームを

取り出してからスチロールを取り出し

ましょう！

5、X軸の両サイドにある固定用バンド

4本を切り取ってから、プラットフォー

ムを最上位に引き上げます。

6、プラットフォームの保護用スチロ

ールを取り出すと、PLA のフィラメン

ト１リールと部品が見られます。

これで、開封は完了です。
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7、図のように、Guider プリンタと付

属品になります。



B. Guiderの仕様

１．Z軸

２．Y軸

３．X軸

４． ヘッド

５．プラットフォーム

６．タッチスクリーン

７．USB ポート

８．スイッチ

９．USB 差し口

10．R形フィラメント固定口

11．フィラメントリール軸装着口

12．電源ポート
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付属品一覧
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フィラメント［1］　　　 電源ケーブル　　　　USB ケーブル　　アクリルカバー　　　

   USB メモリ　　　　　ガイド［英語］　　　　六角レンチ　　　　　ドライバー

フィラメント装着軸　　フィラメントパイプ



製品の説明

PLAフィラメント

電源コード

USB ケーブル

アクリルカバー

USB メモリ

六角レンチ等

Guider はシングルヘット、そしてプラットフォーム

は加熱されないことで、PLA 素材を使用しています。

電源供給の役割をはたします。

プリンターをパソコンと繋げてデータを転送する役

割をはたします。

プリント際に温度の安定を保ちます。

モデリングデータ（Gコード）をメモリカードに保存

し、USB をプリンター本体に挿してプリントが可能です。

ユーザー様が簡単の修理を行う場合に使う道具です。

修理サポートにしたがって使用をお勧めします。
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C. ハードウェアのセットアップ

　 Guiderはすでにセットアップされておりますので、開封してからフィラメントを

 

装着することで、使用可能になります。Guiderを起動して３Dプリンティングを始

めましょう！

フィラメントセット：

1、フィラメントの装着軸を本体背中にあ

る装着口にセットします。

（右図を参考）

2、指で装着軸の末端のスプリングを押し

ながらフィラメントリール軸穴に合わせて

セットします。
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電源コードとUSB ケーブルの接続：

１、電源コードを本体の電源ポード

に差入し、コンセントと繋げます。

２、USB ケーブルを本体USB ポート

に挿入し、パソコンと繋げます。

Guider は USB2.0 ポートをサポート

しておりますので、間違いないよう

に接続しましょう。そして、USB メ

モリを利用するだけでプリントも可

能です。
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3、フィラメントパイプを本体背中の

R形固定口にセットして置き、パイプ

にフィラメトを通してから先一方をヘ

ッドのフィラメト入り口に挿します。



D. フィラメントの押し出し＆取り出し
 

１　タッチパネルのメニューから

「ツール」をタッチします。

、

２、  　  　　「樹脂交換」を選択し、次の

メニューから「押し出し」を選択

します。　

　　３、 ヘッドの温度が一定に上がる
　　と、提示音が鳴り、フィラメント
　　の押し出し作業が始まります。フ
　　ィラメントを垂直にヘッドのフィ
　　ラメント挿し口に挿していく同時
　　にヘッド左側のレバーを押します。

押し出し：

（Guider のスイッチオン）

　　  しばらくするとノズルから溶か

    されたフィラメントの糸が出てく

   ることが確認できます。一直線に

　出るまで押し出しをし続けましょ

　う！

　

４、  
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１　タッチパネルのメニューから

「ツール」をタッチします。

、

２、  　  　　「樹脂交換」を選択し、次の

メニューから「取り出し」を選択

します。　

取り出し：

　　３、ヘッドの温度が一定に上がる

　　と、提示音が鳴ります。続けて左

　　側ヘッドのレバーを押しながら（

　　1, 2秒間押し続けた後に） 素早く

　　引っ張り出します。

　　注意：力の入れすぎないように気

　　を付けましょう！
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E . プラットフォームの水平出し

　  

　プラットフォームの水平出しはプリント品質と直接かかわります。もし、プリン

ト中に樹脂が剥がれたり、返ったりする問題が発生した場合は、まずはプラットフ

ォームが水平になっているかをチェックしましょう。 

　Guider は三つのネジを利用してぺラットフォームの水平を調節します。プラット

フォームの下の手前に２個と奥に１個のネジが確認できます。ネジを下から上に望

む方向で時計回りに回転するさせるとプラットフォームが下がります。反時計回り

に回転させるとプラットフォームが上がります。樹脂の返りを抑えるにはヘッドと

プラットフォームの隙間をより小さく調整する必要があります。

１、まずプラットフォーム下のネジを

いっぱい縮めて、プラットフォームと

ヘッドに最大の間隔をおきます。そし

て、「水平出し」をタッチして「確認」

を押します。

２、「確認」を押すと、ヘッドはプラ

ットフォームの奥側で止まります。そ

して、プラットフォーム奥下のネジを

緩めるとプラットフォームが上昇され

て警報音がなると最高値に達したこと

になりますので、ここでネジを反対方

向に一周回しておきます。これで、一

点目の水平出しが完了します。「次へ」

を押します。

３、手前にヘッドが移動しますので、

同じ方法を繰り返す作業によって水平

出しが完了されます。
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第二章

　　FLASHPRINT ソフトウェアの紹介

A. ソフト機能の紹介
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A.

.

1.1  ソフトをインストール
　　　
　     付属のUSBメモリを取出し、パソコンで読み取ります。中には圧　     縮されたファイ

 1.2  ソフトのインストール

　     ファイルを解凍して指示通りに実行します。デスクトップにショットカットが設
         置されます。ダブルクリックしてソフトを起動します。

 2． ソフトウエアの操作

　　GuiderはFlashPrintソフトウエアを利用してコントロールできます。

ソフトウェア機能の紹介

１．ソフトウエアのインストール
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ルが入っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

一つまたは多数のファイルをロード

サポート編集モード

異なる角度からモデリングを観察

モデリングを XYZ 方向で移動

モデルの回転

モデルのスケーリング

Gコードを書き出す

2.1　ファイルのインポート

ユーザー様は以下六つの方式でモデルまたはGコードファイルをインポートします。

方式１：ソフトメイン画面から「ロード」アイコンをクリックしてダイアログから

　　　　ファイルを選択する。

方式２：ロードしたいファイルを直接メインインターフェイスにドラッグする。

方式３：メニューから「ファイル→ロードファイル」を選択してダイアログからフ

　　　　ァイルを選択する。

方式４：メニューから「ファイル→サンプル」を選択してリストからロードする
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アイコンの紹介



方式５：メニューから「ファイル→最近使ったファイル」を選択してリストから最近

　　　　使ったファイルから選んでロードする

方式６：ロードしたいファイルを直接デスクトップ上のソフトアイコンにドラッグす

　　　　る。

　ファイルは stl,obj のファイル形式をサポートします。モデリングをロードしてから、

編集を行う場合は 2.2 ～ 2.5 節を参考しましょう！（ここではマ

ウスの操作、表示の視点変更、モデルの編集及び保存について詳細に説明しま

す。）モデルの調整を完了してからスライス構成でGcode に変換します。プリントが

実行されます。（具体的に 2.6 節を参考してください）

Gcode はモデルのプリントファイルになります。（修正はできません）

2.2　マウス操作

2.2.1 左クリック

■　モデルを左クリックすると選択されます。

■　選択されたモデルは明るい色に変わります。

■　選択されたモデルに対して編集が可能です。

2.2.2　マウス左クリックを長押ししてマウスをスライドする

表示の視角または編集する際の左クリックの効果は異なります。

（具体的に 2.3.1 ～ 2.3.2 節と 2.4 節を参考してください）

2.3.3　マウス右クリックボタンを長押しすると回転できます。

（具体的に 2.3.1 ～ 2.3.2 節を参考してください）
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2.2.4　マウスのスクロールホイール

いかなる操作でのクロールホイールの効果は同じです。（具体的に 2.3.3 節を参考して

ください）

2.3　表示の視角変更

表示の視角から変更可能です。ドラッグ、回転、ズームなどで操作します。

2.3.1　ドラッグ

以下三つの方式でプリント範囲でのドラックが可能です。

■　方式１：マウス左クリックをしながらマウスをドラッグする

■　方式２：マウス中ボタンをクリックをしながらマウスをドラッグする

■　方式３：shift キーを押し続けて、マウス右クリックをしながらマウスをドラッグ

　　　　　　する

2.3.2　回転

以下二つの方式で表示視角を変更します。

■　方式１：右クリックしながらマウスをドラッグする

■　方式２：shift キーを押し続けて、マウス左クリックをしながらマウスをドラッグ

　　　　　　する

2.3.3　ズーム

以下の操作状態でも、マウスホイールをスクロールすることでモデリングに対して距

離感で観察することが可能です。

2.3.4　ビュー視角の設定

以下二つ方式でモデルに対して上部、底部、前方、後方、左、右から観察可能です。

■　方式１：メニューから「プレビュー」をクリックして六つの方向からモデルを観察

　　　　　　します。

■　方式２：左側の「表示」をクリックし、再度クリックするとビューのダイアログ

                         が表示されて六つ方向のビューが選択できます。
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2.3.5　表示のリセット

■　方式１：メニューの「プレビュー」を選択して「デフォルト表示」を選択する

■　方式２：左側の「表示」を押して、再度クリックするとデフォルトが表示されて

　　　　　　「リセット」を選択します。

2.3.6　モデリングフレームの表示

メニューから「プレビュー→フレーム表示」をクリックするとモデルはメインイン

ターフェイスに現れます。色はグレーに表示されます。

2.3.7　坂面の表示

メニューから「プレビュー→斜め表示」をクリックするとモデルの水平角度が斜め

で、しかも範囲内にあることが確認できれば、この部分の表面は斜めであることと色は

赤に変わります。そして、斜めの値は設定が可能で、デフォルト値は 45 度になります。

2.4　モデリングの編集

モデルに対して編集、回転、スケーリング等が行えます。

2.4.1　モデリングの移動

マウスを左クリックして移動したいモデルを選択し、以下二つの方式でモデル

の空間位置を調節可能です。

■　方式１：左側の「移動」ボタンを選択してから左クリックしたままマウスを移動す

　　　　　　ると、XY軸でモデルの移動が可能です。Shift キーを押して同時にマ

　　　　　　ウス左クリックをしながらマウスを移動すると、 Z 軸方向での移動が可能

　　　　　　になります。移動方向と移動距離は相対的に表示されます。

■　方式２：左側の「移動」ボタンを選択して再度ボタンをクリックすると、ダイアロ

　　　　　　グが表示されます。ここでモデルの位置の設定またはリセットが可能

　　　　　　です。
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注意：基本的にモデルの位置設定完了してから「センター」と「プレート上」をク

　　　リックすることで、モデルの最適なプリント位置を確保しますが、特別の位

　　　置設定でプリントしたい場合は「プレート上」だけクリックしてください。

2.4.2　モデリングの回転

回転したいモデルをマウス左クリックして以下の方式でモデルの姿勢の調節が

可能です。

■　方式１：左側の「回転」ボタンを選択するとモデリングに三つのそれぞれ色の違っ

　　　　　　たリングが表示されます。（赤、緑、ブルー）回転したい色のリングをクリ

　　　　　　ックして X,Y,Z 軸方向に回転させます。回転角度と方向はアングル形で表

　　　　　　示されます。

■　方式２：左側の「回転」ボタンを選択して再度ボタンをクリックすると、ダイアロ

　　　　　　グが表示されます。ここでモデルの回転の設定またはリセットが可能

　　　　　　です。

2.4.3　モデルのスケーリング

スケーリングしたいモデルをマウス左クリックして以下の方式でモデルのスケ

ーリングが可能です。

■　方式１：左側の「スケーリング」ボタンを選択して変更したいモデルをクリッ

                          クしなながらマウスをドラッグするとサイズが変更されます。モデル

                          のサイズはボーダーに表示されます。

■　方式２：左側の「スケーリング」ボタンを選択して再度ボタンをクリックすると、

                         ダイアログが表示されます。ここでモデルのスケーリング設定または

                         比率の設定が可能です。

　　　　　　そして、「比率を維持」にチェックした状態で一方のサイズを変更すると

                          等尺性に変更されます。もし「比率を維持」にチェックがなければ、一方

                          方向にサイズが変更されます。
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2.4.5 その他操作

2.4.5.1 取消

以下 2種類の方式で前の編集に対しての取消が可能です。

■　方式１：メニューから「編集→取消」をクリックする

■　方式 2：Ctrol+Z を使用する

2.4.5.2 やり直し

以下 2種類の方式で前の編集に対してやり直しが可能です。

■　方式１：メニューから「編集→やり直し」をクリックする

■　方式 2：Ctrol+Y を使用する

2.4.5.2 すべての選択

以下 2種類の方式ですべての選択が可能です。（もしモデルが小さいまたは範囲内

に表示されてなかった場合は画面内のすべてのモデリングを選択して「センター」と

「スケーリング」機能を利用して調節します）

■　方式１：メニューから「編集→すべての選択」をクリックする

■　方式 2：Ctrol+A を使用する

2.4.5.4 コピー

以下 2種類の方式でモデルに対してコピーが可能です。

■　方式１：メニューから「編集→コピー」をクリックする

■　方式 2：Ctrol+D を使用する

2.4.5.4 削除

以下 2種類の方式でモデリングに対して削除が可能です。

■　方式１：メニューから「編集→削除」をクリックする

■　方式 2：Del を使用する

2.4.5.6 平に設置

以下の操作で選択されたモデルに対して平に設置することが可能です。
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■　「編集→平に設置」をクリックして平に設置モードに入ります。（図を参考）

■　マウスでモデルの面を選択し、二回左クリックすると選択された面が自動的に

　　バックプレーンに設置されます。

2.4.5.7 自動設置

一つまたは多数のモデルをインポートしてから「編集→自動設置」をクリックすると

すべてのモデルはソフトの自動設置システムルールに従ってバックプレーンに設置さ

れます。

2.5 サポートの編集

モデルをインポートしてからメニューの「編集→サポート」をクリック、またはメイ

ンフェイスの　　アイコンを直接クリックすることで下図のようにサポートモードに

入ります。サポート編集が完了したら上の「戻す」をクリックしてサポート編集モー

ドを終了させます。

（図：平に設置）
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2.5.1 自動サポート

「自動サポート」をクリックすると、ソフトはモデルに対してサポートが必要な位置

を自動的に判断します。（枝状またはライン状のサポートｋら選択可能です）モデル

のサポートを変えたい場合はまず今のサポートを消去してから再びサポートが形成で

きます。

2.5.2 サポートをクリア

上の「サポートクリア」を選択すると、モデルのすべてのサポートが消去されます。
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2.5.3 サポートの追加

左側の「追加する」ボタンを選択するとサポートの追加作業が可能になります。マウス

をモデルのサポート追加が必要な場所に移動してサポート始点を決めて左クリックしな

がら床にスライドすると新たなサポートが表示されます。 左クリックを放すと始点と終

点でサポートが形成されます。

（注意：サポートが必要でない場合またはサポートの角度が大きい場合はサポートが赤

く表示されてサポート追加が失敗します）

2.5.4 サポートの消除

左側の「消除」ボタンを選択するとサポートの消除作業が可能になります。マウスを消

除したいサポートに移動するとサポートは水色に変色します。左クリックすると選択さ

れたサポートは消除されます。

2.5.5 サポートの選択

「サポートオプション」をクリックするとサポートの形状パターンダイアログが表示され

ます。サポートに枝状とライン形があります。「枝状」を選択して「確認」をクリックす

ると枝状のサポートが形成されます。「ライン形」を選択して「確認」をクリックすると

糸状のサポートが形成されます。

もしモデルにサポートが本来付いている場合、サポート種類を選択するとソフトは本来

付いているサポートの類型に従ってサポートを消去するかを判断し、それに対応するポ

ップアップが表示されます。必要に応じて選択操作を行います。
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2.6 新規項目

メニューから「ファイル→新規項目」をクリックすると新規の項目が作成可能です。

もし元の項目が変更されて保存されなかった場合は更新して保存しますかとの提示が

表示されます。「はい」をクリックすると更新された内容が保存されます。「いいえ」

をクリックすると更新された内容を放棄することになります。「キャンセル」をクリ

ックすると新規項目が取り消されます。

2.7 ファイルの保存

モデルの編集を調整した後、以下の二つの方式でシーンのすべてのモデルに

対して保存が行えます。

■　方式１：メニューから「ファイル→保存項目」をクリックして「.fpp」ファイル

                          名で保存します。    このようなファイル類型でのモデルはすべてが（サ

                         ポートも含めて）独立性を持っております。新規にインポートされたフ

                         ァイルには配置とノズルの配置パラメータ情報は保存さらた時と同じで

                         す。
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■　方式 2：  メニューから「ファイル→別名で保存」をクリックして  「.stl」、「.obj」

　　　　　　式のファイルに保存します。「.stl」、「.obj」式で保存すると（サポートを

　　　　　　含めて）すべてのモデリングは独立性を持つのではなく、一つのモデル

　　　　　　に合併されます。新規にインポートされたファイルには配置は一致しま

　　　　　　すが、ヘット配置のパラメータ情報は保存されません。

2.8 プリント過程

2.8.1 機器選択

プリンタの種類をクリックして Finde を選択します。本体と接続すると自動的に認識

します。

2.8.2 プリンタの接続

スライス→プリンターに接続する（USBｏｒＷＩＦＩ）

2.8.3 プリント

2.8.3.1 Gcode ファイルの形成

プリントするにはモデルに対してスライスをする必要があります。( モデルはスライス

によってプリント可能なGcode ファイルが形成されます ) 以下の方式でパラメータを

設定してスライスしたGcode が形成させます。

(1) 方式

■　ステープ 1： メニューから「スライス→スライス」をクリック、またはソフトのメ

　　　　　　　   インフェイス上の「スライス」アイコンをクリックするとスライスの

　　　　　　　   設定ダイアログが表示されます。
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■　ステープ 2：パラメータの設定を完了してから確認ボタンを押すと、Gcode ファイ

　　　　　　　   ルを保存するダイアログが表示されます。

■　ステープ 3：適応のGcode ファイルの保存経路を一つ選択して「確定」ボタンをク

　　　　　　　   リックするとGcode ファイルが形成されます。この過程で画面下にG

　　　　　　　    code ファイルを転送するスライスの進度を表わすオビー状の表示板が

　　　　　　       現れます。右側に「中止」ボタンがありますので、必要に応じてクリッ

　　　　　　　  クするとスライス作業が中止されます。

（２）スライスパラメータの設置内容

■　プリントのプレビュー：プレビューの表示を選択します。

■　スライス終了したらプリントする：スライスした後にすぐにプリントを実行します。

■　フィラメントの種類：モデルのヘッド設置によって必要なヘッドまたは材料を選択

　　　　　　　　します。

■　サポート材：モデルによってサポートが必要ですが、「サポート」のあるもでるが必

　　　　　　　　ず有効を選択します。

■　ラフト：ラフトを設置します。プラットフォームとオブジェクトの密着性を向上

　　　　　　　　します。（モデルがプリントされる前の土台です）

Guider  User  Guide |  www.flashforge.co.jp                                                                 34



■　壁：    オブジェクトの回りに壁も同時にプリントします。小さなモデルに適応しま

　　す。

■　花瓶モード：   花瓶モードにチェックをするとモデルの下部分だけプリントされて

　　頂部分はプリントされません。

解像度は一般的に 4種類のオプションが選択できます。（低い /標準 / 高い / ハイパー）

異なるオプションでは異なったパラメータが設置しております。

その他の「オプション」をクリックするとパラメータのメニューがポップアップされて

レイヤー、充填率、スピード、温度などの具体的なパラメータが設置可能です。

■　レイヤー

   a. レイヤー：プリントされる層の厚さであります。数値が小さくなるほど精度が上が

　   ります。

  b.  第一層目のレイヤー：モデルの第一層目の厚さであります。一層目が非常に重要で

　  であり、プラットフォームとの密着性に影響されます。デフォルトをおすすめしま

　  す。

  c.  外枠：外枠レイヤー数、頭部レイヤー数、底面レイヤー数

     （注意：「花瓶モード」を選択した場合は外枠の設定は無効になります。）

　　

　   外枠レイヤー数：モデルの外周層のプリント回数をコントロールします。

　  ＊デフォルトで結構です。
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　　 頭部レイヤー数：モデル頭部の層数をコントロールします。最大設定値は 10、最

　　 小設定値は１です。＊デフォルトで結構です。

　　 底面レイヤー数：底面の層数をコントロールします。最大設定値は 10、最

　　 小設定値は１です。＊デフォルトで結構です。

■　充填率

　　a. 充填率：充填率と同等

　　b. モデル内部充填バターン：プリントされるモデル内部の充填シェイプです。異なる充填シ

　　　ェイプはプリント時間に影響されます。＊六角形をおすすめします。

■　速度

　　a. プリント速度：プリント中のノズルの移動スピードです。スピードは遅くなる

　　　ほど高精度で繊細なモデルが得られます。＊デフォルトで結構です。

　　b. ヘッド移動速度：プリントされない時のヘッドの移動スピードをコントロールし

　　　ます。＊デフォルトで結構です。

　　

■　温度

　　ノズル温度：PLA フィラメントのお勧めの設置温度は 210 度です。

　　注意：異なる温度でプリントすると成形効果が微妙に影響されますので、プリント効果

　　　　　をアップするにはユーザー様自身で状況に合わせて調節する必要があります。

2.8.3.2　Gcode ファイルをプリント

        Gcode ファイルが形成してからロードしてプリントが開始されます。
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　■　ステップ１：保存されたGcode ファイルをロードすると自動的にGcode のプレ

　　　ビューが表示されます。もし「プレビューをプリント」にチェックするとGcode

　　　ファイルは自動的にロードしプレビューで表示されます）

　■　ステップ２：右上に「プリント」ボタンが表示され、クリックするとプリントが

　　　スタートされます。

注意：Gcode のプレビューの左側にスライダーがあります。上下に移動させることでモ

　　　デルの表示層の数が確認できます。プレビューの右上にプリントのパラメータが

　　　表示されています。「プリント素材の所要量」と推定「プリント所要時間」も表示

　　　されています。「プリント」をクリックするとプリントがスタートされます。「戻

　　　る」をクリックするとGcode プレビューが終了します。

2.8.3.3　一時停止またはプリントを停止する

プリントがスタートされてから右下の小さなプリンタアイコンをクリックすると現在の状

態がわかるダイアログが表示されます。「一時停止」と「停止」ボタンが一番下に表示さ

れています。一時停止は継続してプリントが可能です。 停止はプリントが終了して、再度

プリントは最初からになります。

注意：一時停止はプリント効果に影響されますので、おすすしません。

2.9　プリンターの基本操作

2.9.1　プリンターの接続／切断

パソコンとプリンターの接続する

2.9.1.1   USB ケーブルでの接続

ソフトのメインフェイスの下の小さなプリンターアイコンからパソコンとプリンターの接

続状態がわかります。接続されなかった場合はアイコン内のチェンが切れた状態になり、

正常に接続されるとチェンは繋がた状態になります。
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　　　ａ. まずＵＳＢケーブルでプリンターとパソコンを繋げます。

　　　ｂ. プリンたーに電源を入れて、パソコンから Flashprint を立ち上げます。

　　　ｃ. メニューから「スライス→接続」をクリックして表示されたダイアログから 「U

　　　　 SB」接続方式を選択してからプリンターの機種を選択します。シリアルボード

                 が表示されない場合は「再度スキャン」してシリアルボードを取得します。新し

　　　　いシリアルボードが見つかってから「接続」をクリックしてプリンターと接続し

　　　　ます。もし「再スキャン」してもシリアルボードが見つからなかった場合はソフ

                 トのドライバーがインストールされていません。（一般的にはソフトをインストー

                 ルする際にドライバーも同時にインストールされるはずです。）解決方法としては

                 手動でドライバーをインストールする必要があります。

　　　　(2.8.3.1 節を参考してください。)

2.9.2 プリンター操作

 パソコンとプリンターが接続された状態で、 メニューから「ツール→プリンター操作」

 をクリックするとプリンターのコントロールパネルが開かれます。以下のようにパネ

 ルでの操作が可能です。
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■　ジョグコントロール

a.  ジョグモード：ノズルまたはプラットフォームを選択して一回移動させる距離のこと

　 です。（ノズルまたはプラットフォームをワンクリックする操作で移動可能な距離で

　 す。）

b.  左側のブルーの矢印ボタン：X,Y,Z 軸を移動させます。X,Y 軸はノズルが水平位置であ

　 ることをコントロールします。Z軸はプラットフォームの上下位置をことロールしま

　 す。X- ボタンをクリックするとノズルは左側に指定距離で移動されます。    X+ ボタン

　 をクリックするとノズルは右側に指定距離で移動されます。Y- ボタンをクリックする

　 とノズルは手前方向に指定距離で移動されます。Y+   ボタンをクリックするとノズル

     は後ろ方向に指定距離で移動されます。Z- ボタンをクリックするとプラットフォーム

     は上方に指定距離でアップされます。Z- ボタンをクリックするとプラットフォームは

    下方に指定距離でダウンされます。「指定距離がジョブモードで設定して移動距離にな

    ります。

ｃ.「停止」ボタン：現在の移動操作が中止します。

ｄ. 右側の XYZ 座標：ノズルとプラットフォームの現在の位置表示になります。

ｅ.「現在位置を原点に」ボタン：任意の状態でヘッドとプラットフォームの現在位置を

　　原点に設置することが可能です。

ｆ.「Ｘ/Ｙ/Ｚセンター」ボタン：ヘッドとプラットフォームを前回に設置された原点に

　　戻る機能です。

ｇ.Ｘ/ＹのスピードとＺスピードの設定：移動スピードを設定します。

■　停止スイッチ

プリンターを保護するために内部にマックスの移動距離をコントロールするリミットス

イッチが設置されております。このスイッチがＸＹＺ移動方向の最大のリミットスイッ

チです。スイッチ状態は以下二種類があります。
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ａ. オープン状態：

ヘッドとプラットフォームが限界位置に移動されてない場合、ＸＹＺ軸の制限スイッチに

接してなかったら、スイッチは「OFF」状態です。

ｂ. トリガー状態：

ノズルとプラットフォームが限界位置で XYZ 軸のリミットスイッチに当たるとスイッチ

の状態は「トリガー」状態です。

■　ステッピングモータコントロール

ステッピングモータの起動を設定します。「ON」をクリックするとモータはロック状態

になり手動でノズルとプラットフォームの位置を移動することができません。「OFF」を

クリックすると手動で位置の移動が可能になります。

■　LED照明

LED 色のボタンはプリンター内部の設置された光源色を変更可能です。

■　ヘッド設定

「モータ速度」の設定によりフィラメントを送るギアの速度をコントロールします；

「継続時間」の値を設定してモータの回転時間をコントロールします。一般的に継続時間

を 60 秒にすることをおすすめします。

モータが回転する前に、必ずフィラメントがヘッド内で溶け始めてから操作を実行して

ください。PLA フィラメントは 210°に設定して、210°に達すると「フォワード /リバ

ース」をクリックしてフィラメントの押し出しと取り出しをコントロールできます。作

業を停止したい場合は「停止」ボタンをクリックします。

■　ヘッド温度の設定

左側でユーザー様が希望する温度を設定して応用をクリックするとプリンターのヘット

が加熱されます。右側に現在の実際の温度が表示されて加熱が開始すると下の温度グラ

フで温度変化が確認できます。異なる色で異なる部分の温度が表示されております。
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2.9.3 本体ファームウェアのアップデート

ソフトウエアを立ち上げるたびに、自動的にファームウェアが検索されます。もし新し

いファームウエアが見つかったらユーザー様に更新の提示が表示されます。アップデー

ト方法は以下です。

ステップ１：メニューから「ツール→本体ファームウェアのアップデート」をクリック

　　　　　　します。まず更新前に接続を切断する必要があります。もし接続された場

　　　　　　合は「接続を切断しますか？」の提示されます。「はい」を選択しますと次

　　　　　　のステップになります。

ステップ 2： ファームウェアのアップデートのダイアログでマシンタイプとバージョン

　　　　　　を選択してから「確認」をクリックしますと自動的にファームウェアが転

　　　　　　送されます。

2.9.4 オンボード選択

パソコンとプリンターが接続された状態で。メニューから「ツール→オンボード選択」

をクリックするとマザーボードが表示されます。
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2.9.5　プリンタ情報

パソコンとプリンタを接続された状態でメニューから「ツール→プリンタ情報」をクリ

ックするとプリンタの情報が表示されます。

（プリンタ類型、プリンタ名、ファームウェア）

2.9.6　手動でドライバーをインストール

ドライバーのインストール方法：

ステップ１．ルートディレクトリソフトウェア。

                        （例えば C:\Program Files\flashforge\FlashPrint )

ステップ２．ルートディレクトリの driver ファイルを開いてドライバーを見つけます。

　　　　　　クリックしてインストールしたら完了です。

　　　　　　（二つのパッケージがあります。64 位の dpinst_amd64.exe と 32 位の dpinst

　　　　　　_x86.exe。適当なものを選んでください。）

2.10　その他

1.10.1　初期設定

メニューから「ファイル→初期設定」をクリックします。

■　言語

ソフトのインターフェース言語を選択します。

以下４種類の言語をサポートします。日本語、英語、簡体字、繁体字
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■　起動後のソフトの更新を確認します。

自動更新機能を設定します。「はい」を選択するとソフトを立ち

上げるたびに自動的にファームウェアが検索されます。  もし新しいファームウエアが見

つかったらユーザー様に更新の提示が表示されます。

2.10.2　ヘルプ

メニューから「ヘルプ→ヘルプ」をクリックしてオンラインヘルプマニュアルを閲覧す

ることができます。( 英語 )

2.10.4　ファームウエアのアップデート

ファームウエアのアップデートするには以下二つの方式があります。

■　アップデートを確認

　　ソフトの自動更新をサポートします。具体的には

　　2.9.1 節を参考してください。
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第三章

初めての

A． 概要

B． プリント方式

初めてのプリント
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A. 概要
     この章では 3Dデータを実物のサンプルに転換させる詳細な手順を紹介します。プリ

ントする前に前章でご覧になったフィラメントの押し出し＆取り出しとプラットフォー

ムの水平出し、そして FlashPrint の機能をもう一度頭に入れましょう。

二種類の接続方式 :　  USB ケーブル、USB メモリを利用してデーターを転送することが

　　　　　　　　　　できます。

それではこの章でプリント方式と接続方法を説明させていただきます。

 １． FlashPrint ソフトを立ち上げます。

 ２．「ロード」をクリックして STL ファイルを選択します。

 ３． モデルはソフトの画面に表示されます。

 ４． プラットフォームの中央にオブジェクトを移動します。

　　 （詳細は第２章のソフト部分を参考）

 ５． プリントの準備は完了しました。この章の B 部分ではプリントの接続

　　 方法について紹介します。

■　ステープ 2：パラメータの設定を完了してから確認ボタンを押すと、Gcode ファイ

　　　　　　　   ルを保存するダイアログが表示されます。

■　ステープ 3：適応のGcode ファイルの保存経路を一つ選択して「確定」ボタンをク

　　　　　　　   リックするとGcode ファイルが形成されます。この過程で画面下にG

　　　　　　　    code ファイルを転送するスライスの進度を表わすオビー状の表示板が

　　　　　　       現れます。右側に「中止」ボタンがありますので、必要に応じてクリッ

　　　　　　　  クするとスライス作業が中止されます。

（２）スライスパラメータの設置内容

■　プリントのプレビュー：プレビューの表示を選択します。

■　スライス終了したらプリントする：スライスした後にすぐにプリントを実行します。

■　フィラメントの種類：モデルのヘッド設置によって必要なヘッドまたは材料を選択

　　　　　　　　します。

■　サポート材：モデルによってサポートが必要ですが、「サポート」のあるもでるが必

　　　　　　　　ず有効を選択します。

■　ラフト：ラフトを設置します。プラットフォームとオブジェクトの密着性を向上

　　　　　　　　します。（モデルがプリントされる前の土台です）
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プリンタする方法を紹介する前にGuider のタッチパネルの操作方法を覚えましょう！

ジョブ実行

プリント経路を選択の選択

■プリンタ本体のメモリ読み取る

■外付けUSB メモリから読み取る

■戻す

ファイルリストからプリントファイルを選択

■プリント : 開始する

■コピー : USB メモリから本体内臓メモリへ

　プリントファイルをコピーする

■戻す

プリント開始する画面

■停止 : 実行するプリントの取消

■一時停止／開始 : プリントの一時停止／プ

　リントの再開

■ツール : プリントする際にフィラメントを

　交換する
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プリントする際にツールをクリック

■樹脂交換 : プリント途中にフィラメントの交換

　が必要の場合は一時停止してから作業を行う

■キャンセル : ツールからプリント画面に戻る

加熱準備

予熱ボタンをクリックして、左側に設定された

温度まで予熱する。デフォルドは 230°、温度

値をクリックして温度設定が可能です。

加熱温度の設定は個別に設定することができる。

「はい」をクリックすると設定値が保存される。

「いいえ」をクリックすると取消れる



　■　ステップ１：保存されたGcode ファイルをロードすると自動的にGcode のプレ

　　　ビューが表示されます。もし「プレビューをプリント」にチェックするとGcode

　　　ファイルは自動的にロードしプレビューで表示されます）

　■　ステップ２：右上に「プリント」ボタンが表示され、クリックするとプリントが

　　　スタートされます。

注意：Gcode のプレビューの左側にスライダーがあります。上下に移動させることでモ

　　　デルの表示層の数が確認できます。プレビューの右上にプリントのパラメータが

　　　表示されています。「プリント素材の所要量」と推定「プリント所要時間」も表示

　　　されています。「プリント」をクリックするとプリントがスタートされます。「戻

　　　る」をクリックするとGcode プレビューが終了します。

2.8.3.3　一時停止またはプリントを停止する

プリントがスタートされてから右下の小さなプリンタアイコンをクリックすると現在の状

態がわかるダイアログが表示されます。「一時停止」と「停止」ボタンが一番下に表示さ

れています。一時停止は継続してプリントが可能です。 停止はプリントが終了して、再度

プリントは最初からになります。

注意：一時停止はプリント効果に影響されますので、おすすしません。

2.9　プリンターの基本操作

2.9.1　プリンターの接続／切断

パソコンとプリンターの接続する

2.9.1.1   USB ケーブルでの接続

ソフトのメインフェイスの下の小さなプリンターアイコンからパソコンとプリンターの接

続状態がわかります。接続されなかった場合はアイコン内のチェンが切れた状態になり、

正常に接続されるとチェンは繋がた状態になります。
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ヘッドの加熱される画面に入り、目標温度値

と現在の温度値が表示される。取消をクリッ

クすると予熱作業が取消される

ツール

ツールをクリックしてツール項目が表示され

る
■樹脂交換 : フィラメント押出、取出操作が可能で。

■水平出し : 水平出し作業を行う

■原点移動 :X/ Y/Z 軸を原点へ戻す

■手動で調節 : 手動で X/ Y/Z 軸の位置を設定する

■設備状態 : プリンタの状態を確認

■その他 : プリンタの

■戻す

手動で調節機能 :
■Y+: ヘッドは 0点方向へ移動（後方）

■Y-:Y+ の反対方向へ移動

■X+: ッドは 0点方向へ移動（右側方）

■X-:X+ の反対方向へ移動

■Z+: プラットフォームが上方へ移動

■Zｰ: プラットフォームが下方へ移動

■戻す
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設定ボタンをクリックして設定画面に入る

■言語 : 表示言語の設定

■タッチパネルのキャリブレーション : タ

　ッチ点のキャリブレーション

■ヘッドのキャリブレーション : ヘッドと

　プラットフォームの初期距離

■戻す

言語 :

日本語、英語、中国語、フランス語から選択

タッチセット :

十字が表示され、パネルのタッチ位置をチ

ェックする

キャリブレーション :

移動が停止してから Z-/Z+ をクリックして

高さを調節することでヘッドとプラットフ

ォームの距離を設定する
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設備状態 :

ヘッドの温度、モーターファンの作動状態が

表示される

その他 :

機械の基本情報が表示される



ａ. オープン状態：

ヘッドとプラットフォームが限界位置に移動されてない場合、ＸＹＺ軸の制限スイッチに

接してなかったら、スイッチは「OFF」状態です。

ｂ. トリガー状態：

ノズルとプラットフォームが限界位置で XYZ 軸のリミットスイッチに当たるとスイッチ

の状態は「トリガー」状態です。

■　ステッピングモータコントロール

ステッピングモータの起動を設定します。「ON」をクリックするとモータはロック状態

になり手動でノズルとプラットフォームの位置を移動することができません。「OFF」を

クリックすると手動で位置の移動が可能になります。

■　LED照明

LED 色のボタンはプリンター内部の設置された光源色を変更可能です。

■　ヘッド設定

「モータ速度」の設定によりフィラメントを送るギアの速度をコントロールします；

「継続時間」の値を設定してモータの回転時間をコントロールします。一般的に継続時間

を 60 秒にすることをおすすめします。

モータが回転する前に、必ずフィラメントがヘッド内で溶け始めてから操作を実行して

ください。PLA フィラメントは 210°に設定して、210°に達すると「フォワード /リバ

ース」をクリックしてフィラメントの押し出しと取り出しをコントロールできます。作

業を停止したい場合は「停止」ボタンをクリックします。

■　ヘッド温度の設定

左側でユーザー様が希望する温度を設定して応用をクリックするとプリンターのヘット

が加熱されます。右側に現在の実際の温度が表示されて加熱が開始すると下の温度グラ

フで温度変化が確認できます。異なる色で異なる部分の温度が表示されております。

B . プリント方式
USBケーブルで接続してプリント：

１．   付属の USB2.0 ケーブルを使用して Finder とパソコンを繋ぎます。

２.　本体に電源を入れてからプラットフォームの水平出しとフィラメントがセットさ

         れていることを確認しましょう。　

　   （水平出しは 22 ページ、フィラメントセットに関しては 19 と 21 ページを参考）

３．  ソフトのメニューから「スライス→プリンターに接続する」をクリックします。

４．  「再スキャン」によって、モデルが表示されたら「接続」をクリックします。

５．    FlashPrint が本体と接続されると、  右下にプラットフォームとヘッドの温温度 が

         表示されます。

６．「スライス」アイコンをクリックするとダイアログが現れます。PLA フィラ

        メントを選択します。「その他オプション」から詳細設定が可能です。 「スライス完

        了後にプリントする」にチェックを入れて「OK」をクリックします。

７．    Gcode ファイルは、任意の場所に保存することができます。 保存後にファイルは

　　 Guidr に転送されます。プリンタは予熱モードに入り、予熱が完了したら自動的

　　にプリントがスタートされます。

USB メモリでプリント：

１.　SDカードをパソコンへ挿入します

２．  ファイルを設定してから「スライス」をクリックするとプリントを選択するダイ

         アログが表示されます。PLA フィラメントを選択します。「その他オプショ

         ン」から詳細設定が可能です。  注意：「プレビューをプリントする」にチェックを

         入れて「OK」をクリックします。

３.　Gcode ファイルをUSB メモリに保存するとソフトはモデルに対してスライスが

　　 行われます。
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４.    スライスが完了したら、USB メモリをプリンターに挿入してプリンターを立ち上げ

　　て水平出しとフィラメントのヘッドへロードロードします。

５.   タッチパネルのメインメニューから「プリント」を押して、真ん中のアイコン選択

        しますとプリントファイルのリストが表示されます。プリントしたいファイルを選

        んで「はい」をクリックします。

６.  プリンタは予熱モードに入り、予熱が完了したら自動的にプリントがスタートされ

       ます。

Guider  User  Guide |  www.flashforge.co.jp                                                                52



Dr eamer User Gui de | 1

A .   サポート

B.　スペック

第四章

43

その他の情報
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A. サポート

困ったときは？

　　　

　　

http://flashforge.co.jp/support/

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

       
［FLASHFORGE JAPAN］

 

　以下のURLにサポート情報があります。
　　　　　　ご参考ください。

0120-393-595
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B. スペック

プリンタ名　　　　　　　　　　　　　  Guider　　　　　　　　　

ヘッド数　　　　　　　　　　　　   　   　１

出力方式　　　　　　　　　　　   熱溶解積層方式(FDM）　

操作パネル　　　　                          3.5インチ タッチパネル　　　　　　　

出力サイズ　　　　　　　  　           250×250×200mm

積層ピッチ　　　　　　        　               0.05～0.4mm　　
　
位置決め精度　　　　　            　              +-0.2mm　

プレシジョン　　　　　            Z 軸 0.0025mm; XY 軸 0.011mm　　　　　　　　

フィラメント直径　　　　      　                1.75 mm　　　

ノズル直径　　　　　　         　                   0.4 mm　

流速　　　　　　　　　                           24CC／1時間

付属ソフトウェア　                                  　FlashPrint

対応ファイル形式　　　　       　　           .stl, .obj,

対応OS　　　　　　　　　　　 　　Windows, Mac OSX

外形寸法　　　　　　　　　　        W500*D450*H470mm

重量　　　　　　　　　　　　　                  18Kg
　
入力電圧　　　　　　　　  　100 ‒ 240 V, 50 ‒ 60 Hz,　100W

接続　　　　　　　　　　　　  USBケーブル、USBメモリ

仕様
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