


DWS造形機は、世界⼀番と⾔われる綺麗な出⼒表⾯。
造形表⾯のクオリティーと繊細な造形を可能にする為に設計開発された｢DIGITALWAX｣�。今までにない造形を体感出来ます。



世界で⼀番と⾔われる綺麗な出⼒表⾯

DWSシリーズの⼀番の特徴は、出⼒したモデルの表⾯が綺麗
で繊細。従来の機種では、出⼒表⾯は段々になってしまい、出
⼒後に表⾯ 仕上げをしなくてはいけませ 。 の造形は、の ん DWS
３ プリンターで出⼒した事に気付かない程表⾯が綺麗にD
出⼒される為表⾯の仕上げ 必要ありません。前⾯に模様がが
⼊っているモデルなどの出⼒も可能になりました。

精密な部品も綺麗に出⼒。�
従来だと精密な部品の出⼒後の表⾯の段差と取ることは困難でした。
DWSで出⼒したモデルは、段差が無いので精密パーツの出⼒にも適しています。
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他社の造形とDWSの造形
の違いは、｢表⾯の綺麗さ｣
従来の造形では、段差が⽬⽴ちま
したがＤＷＳの造形は、段差があ
りません。その秘密は、
⽇本の樹脂開発技術です。

表⾯の綺麗さを⾒て頂く
ためモデル部に写真加⼯
など⼀切施していません。

20㎜ 20㎜

⾞業界から家電業界まで幅広いユーザーに使われているDWS機
なぜ世界のあらゆる業界で使われているか？��それは⽇本の樹脂技術と最新レーザー技術が最⾼の造形を可能にしたからです。

DWSシステムが可能にした、速度・精密・繊細な出⼒が、あらゆる業界で活躍しています。

あらゆる業界で使われてるDWSの3Dプリンターあらゆる業界で使われてるDWSの3Dプリンター

DWS製品の詳しい説明などは、ホームページをご覧下さい。映像もご覧いただけます。

www.digitalwax.asia



３D出⼒映像

造形表⾯のクオリティーと繊細な造形を可能にする為に設計開発された｢DIGITALWAX｣�。今までにない造形を体感出来ます。

シリーズ

シリーズ

シリーズ

ガルバノスキャナー方式とは、極細レーザーを２枚のミ
ラーで精度を保ちながら高速で光軸を動かす為のシス
テムです。プロジェクタータイプと違い多種多様の造形
設定を可能にするガルバノシステムは造形スピード・
スライスピッチ・Z軸・XY軸ハッチング・アウトラインなど
様々な設定の変更が出来ます。設定を変えることによ
り、造形不良等の防止や造形時間の短縮なども可能。
設定が自由に出来る為、数多くの樹脂を使用すること
が出来ます。これは造形機をフル活用する上でとても
重要な事につながります。

プロッタータイプは、従来の造形機でも使用されていた
一般的な造形方式です。ＸＹ軸のレール上に設置され
たレーザー部がモーターによって動き造形されます。
「簡単な例えで説明すると卓上ＣＮＣ(切削機)のエンドミ
ル部がレーザー光になった仕組みです。」特徴は、造
形機の価格を下げられる。造形スペースが広いなどの
特徴がありますが、デメリットとして造形速度が異常に
遅い、精度に限界があるなどのデメリットがあります。

DLPプロジェクター方式。会社のプレゼンなどで使われ
るプロジェクターと同じ方式で投影して造形する方式。
ガルバノスキャナータイプは、高額なパーツが多いため
高額な造形装置になってしまいますが、DLP方式は、プ
ロジェクターを使用するため、安価な造形機を作る事が
出来るメリットがあります。デメリットはガルバノ方式よ
り使える樹脂が少ない、詳細設定が出来ないなどがあ
ります。DWSシリーズもプロジェクター方式の造形機を
新発売。低価格で高品質な造形を可能にします。

｢ガルバノシステム｣＆｢吊上げ式｣＆｢ブルエッジレーザー｣のトリプル装置が造形を変えた。

シリーズ

®BluEdge �laser

造形⽅法と機種

世界で⼀番と⾔われる綺麗な出⼒表⾯

2000台以上の納⼊実績

ガルバノシステムと吊り上げ式

⽇本の樹脂技術。２０種類以上の樹脂

樹脂交換が簡単。１０秒で交換可能。

簡単操作とメンテナンスフリー

樹脂モデルの加⼯が出来る。
最⾼のコストパフォーマンス

ガルバノ・レーザーシステムと吊り上げ⽅式が可能にした、今までにない造形クオリティーと再現性そして⾼速造形。
機械的な部分では、「ガルバノ」「吊上げ式」「ブルーエッジレーザー」の３つの機構がDWS機の最⼤の特徴です。今までにない造形を体感出来ます。
DWS造形機は、故障しづらい設計と簡単に使える様に開発されました。従来の３D出⼒機は出⼒前のキャリブレーション（印刷前設定）に数⼗分から数時間必要でしたが、
DWS機は⼀切のキャリブレーション作業等を⾏わず、毎⽇すぐ出⼒を⾏うことが出来ます。３Dデータがあれば、機械に苦⼿な⽅でも簡単に出⼒する事が出来ます。
使⽤後のメンテナンスも必要ありません。（数か⽉に⼀回３分程度の⾼さ調整とレンズを拭く作業を⾏うことはお勧めいたします。）メンテナンスいらずで、機械内部も故障
しづらい設計の為、通常は年間保守の契約は⾏っていません。(故障した場合は、別途技術料と部品代が発⽣します。）数年（３年〜５年）お使いのユーザー様も、部品交換
や故障もしないで使⽤されています。コストパフォーマンスにも優れているDWS造形機。指輪程度の⼤きさの造形物で1個�150円〜200円程度でモデル出⼒が可能です。
（価格には 電気代・消耗品[�樹脂・トレイ�]�が含まれます。）消耗品のレーザーランプもダイオード⽅式を使⽤している為、10000時間以上（⽉22⽇使⽤して５〜１０年程度）
交換することなく使⽤できます。※ランプ寿命は⼀般的に⾔われている計算式で算出したものです。ランプも電気系部品なので、早く切れる場合もございます。）

QRコードから
動画をご覧頂けます。

ブルーエッジ映像

DWS�は、造形⽅式にレーザー式でガルバノスキャナー⽅式を採⽤。

※低価格の｢009」はDLP⽅式です。

今までに無い造形クオリティー・⾼速造形、忠実再現、すべてを可能に！

造形機に、投影⽅式の造形⽅法を採⽤するメーカーが多い中、DWSは、造形⽅法にガルバノスキャナーでの造形⽅法を採⽤。 従来ガルバノスキャナータイプは数千万円以上
の⾼級機種に採⽤されている造形⽅法でしたが、DWSシステムは価格を従来の1/2にすることを実現しました。ガルバノスキャナー部にも、ドイツ製の世界トップメーカー品を
採⽤しているため精度と速度も最⾼のパフォーマンスを実現しています。ガルバノタイプは、造形速度、造形⾯のクオリティーが⾮常に⾼い事はもちろんですが、もう⼀つの特徴
として造形設定を⾃由に変える事が可能です。造形の精度、⼨法などの調整や樹脂による調整など理想の造形を産み出すことができます。



NAUTA FICTOR&

造形⽤樹脂

プラットフォーム

樹脂槽

レーザー

樹脂槽

造形⽤樹脂

レーザー

吊上げ⽅式

従来の⽅式

造形⽅式に吊り上げ⽅式を採⽤。

吊上げ式の特徴

少量の樹脂を⼊れるだけで造形を可能にしてい
ます。造形をする際に、200g程度の 樹脂少量の
を⼊れておくだけで造形が可能で毎回綺麗な
樹脂で が可能です。少量の樹脂なので温度造形
管理もしなくても造形が可能です。新しい樹脂で
造形を⾏うことは綺麗な造形をする為に必須です。
もう⼀つの特徴が、硬化される樹脂が空気に触れ
ない為、綺麗な硬化を可能にしています。

吊上げ⽅式

樹脂槽に樹脂を常時満タンにしておく必要があり
ます。他に樹脂槽の温度を⼀定にしておく必要が
あり、造形をしている間は、常時 ヒーターが必要で���
した。

従来の⽅式

光造形の品質は樹脂で変わると⾔っても過⾔ではありません。DWSの樹脂は、⽇本の技術で
⽇々開発され他社とは違う造形モデルを可能にしています。２０種類以上の樹脂は、産業分野
から精細なデザインのジュエリー、フィギュア、デンタルまで幅広い分野で使⽤されています。
樹脂は、ABSライク系、ゴム素材系、セラミック樹脂系、耐熱樹脂、アクリル系樹脂、鋳造⽤樹脂
など⽤途に合わせて選択いただけます。樹脂の交換は２０秒で⾏えるため毎回樹脂を変えて
造形出⼒することが可能です。
３Dプリントで⼀番⼤事なのは、樹脂の開発です。DWSの樹脂開発は、⽇本の3D造形機の開発
の第⼀⼈者である萩原博⼠が開発を⾏っています。その為、最⾼品質の樹脂開発が可能。

樹脂交換が簡単。２０秒で可能。
DWS造形機で特徴の⼀つが樹脂の交換が簡単なことです。
他社の３Dプリンターでは樹脂交換に数時間必要なものもあります。
DWS機は、20〜30秒で樹脂交換が⾏えます。その為、数種類の樹脂を毎回交換
しながらモデル製作することが可能です。それは、⾊々なモデルを作成する現場
で最⼤の威⼒を発揮します。

DWS樹脂は、光造形機の常識を変えた！⽇本の樹脂技術が可能にした２０種類以上の樹脂

動画をご覧頂けます。

樹脂モデルの加⼯が出来る。DWSの出⼒モデルは、塗装や加⼯が簡単に⾏えます。
(従来３Dプリンターや他社のプリンターでは塗装する事が困難でした。）

DWSの樹脂は、油等で洗浄しないので、出⼒モデルに直接塗装や印刷が可能です。DWS出⼒モデルは、
造型⽬が出づらく、塗装が出来るのでＵＶプリンターと組み合わせれば、完成品に近い、試作モデル等
が作れます。DWSの機械をお持ちのユーザーは、造型後にUVプリンターで
印刷して試作モデル等を作られています。

弊社では、UVプリンターの販売も同時に⾏っています。
購⼊後のDWS機とUVプリンターの使い⽅や応⽤など弊社ならではの
導⼊サポートで対応させて頂きます。 ※別紙カタログをご覧下さい。

出⼒後のモデルの加⼯が簡単に⾏えます。光硬化樹脂なので、モデルと同じ樹脂で「接着」「盛り付け」「削る」ことが可能です。
接着⾯を⼿持ちライトで照射することで、接着・盛り付けが数秒で可能です。⼤きなモデルなどは、分割して造形出⼒して最後に
接着することで、造形エリア以上のモデルの作成が可能で、時間の短縮にもつながります。

UVハンディー照射器

⼀つ上の試作モデルを作る。 DWS造型機 ＵＶプリンター

ナウタ　-　ＮＡＵＴＡ+
オートサポート機能搭載の新ソフト
スケール変更やコピーもインターフェイス内で行う事が
できるため、作業時間を大幅に短縮可能。　稼働率の
アップに貢献します。

フィクター　-　ＦＩＣＴＯＲ
ＤＷＳオリジナルＣＡＭソフト
操作方法の簡潔さに加え、各種パラメータを独自の設定
に変更する事により、ユーザーそれぞれのニーズに合わ
せた装置の使用が可能になります。

⾃動サポート(ポスト)作成機能や造型詳細設定が標準装備。�最⾼の造型出⼒を可能にする専⽤ソフトが標準付属

DWS�オリジナルソフト NAUTA FICTOR&

www.digitalwax.asia

NAUTA+ FICTOR



DLP Projector GalvoGalvoGalvoGalvo

028J Plus020X 028JE 028J

プロフェッショナルシリーズ

2018年
NEWモデルの追加で

009J

90ｘ90ｘ90 mm
0,01 – 0,10 mm
0-2200 mm/sec

380x515x733mm

ガルバノスキャン

130ｘ130ｘ90mm
0,01 – 0,10 mm
0-2000 mm/sec

380x515x810mm

ガルバノスキャン ガルバノスキャン

75ｘ75ｘ90mm
0,01 – 0,10 mm

0-2200 mm/sec

380x515x733mm

全ての樹脂

380x515x733mm

65ｘ65ｘ90mm
0,01 – 0,10 mm

0-2200 mm/sec

ガルバノスキャン

全ての樹脂 全ての樹脂全ての樹脂

50ｘ37ｘ100mm
0,01 – 0,10 mm

315x335x630mm
15Kg

150W

USB

009用樹脂

造形エリア (x, y, z)

スライスピッチ

ガルバノスキャン速度

入力電源

造形方式

本体サイズ

消費電力

備考

樹脂の種類

本機とPCの接続方法

本体重量

ＤＬＰ 方式

-

造形エリア

機種写真

造形方式

一日で作れる造形数

仕　様

低い

全９モデル

56Kg

専用パソコン付属

400W

DSPボード

60Kg

400W

USB

56Kg

400W

USB

400W

56Kg

DSPボード

専用パソコン付属-

価　格



DWSシリーズは
全９機種。
造形エリア
造形速度
造形精度

   で選べる。

030029X

Galvo Galvo

029J Plus029J

Galvo Galvo

150ｘ150ｘ200mm

5000 mm/sec

0,01 – 0,10 mm

610x660x1400 mm

ガルバノスキャンガルバノスキャン

150ｘ150ｘ100mm
0,01 – 0,10 mm
5000 mm/sec

610x660x1400 mm

ガルバノスキャン

110ｘ110ｘ100mm
0,01 – 0,10 mm
2600 mm/sec

610x660x1400 mm

ガルバノスキャン

300ｘ300ｘ300mm
0,01 – 0,10 mm
5000 mm/sec

704x1116x2048mm

500kg

パソコン一体型

-

500W

Ac230 115V 50-60Hz

全ての樹脂 全ての樹脂 全ての樹脂 全ての樹脂

高い

専用パソコン付属

150kg

DSPボード

500W　

150kg

500W　

専用パソコン付属

DSPボード

150kg

500W　

DSPボード

専用パソコン付属

HRとは、レーザー径が極細タイプになります。造形品質は繊細になりますが、造形時間は大幅に変わります。

PRICE



5000 mm/sec

□ プラットフォームサイズ 160x160mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:150x150mm)

□ 樹脂トレイ RT500

□ スタート・ツールセット

レーザー: BluEdge

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: .stl - .slc

:�標準装備・付属品24; Z

仕"様24; Z

110 x 110 x 100 mm

2600 mm/sec

□ プラットフォームサイズ 138x138mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:110x110mm)

□ 樹脂トレイ RT500

□ スタート・ツールセット

BE-1700/BE-1700HR

造形エリア (x, y, z): 

0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 

ガルバノスキャン

Windows 7 / 8 / 10

.stl - .slc

:�標準装備・付属品24; L

BE-1800C

150 x 150 x 200 mm

BE-1800A/BE-1800AHR

150 x 150 x 100 mm

5000 mm/sec

□ プラットフォームサイズ 160x160mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:150x150mm)

□ 樹脂トレイ RT500

□ スタート・ツールセット

レーザー: BluEdge

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: .stl - .slc

:�標準装備・付属品24; L"Rnwu

仕"様24; L"Rnwu

AC230 115V 50-60Hz / 500W入力電源/消費電力 AC230 115V 50-60Hz / 500W入力電源/消費電力 AC230 115V 50-60Hz / 500W入力電源/消費電力

610x660x1400mm / 150Kg 610x660x1400mm / 150Kgサイズ/重量: 610x660x1400mm / 150Kgサイズ/重量: 

ガルバノスキャン造形方式: ガルバノスキャン造形方式: 

TTTシステム標準装備 TTTシステム標準装備 TTTシステム標準装備

TTT�SyStEM
TTTシステム(トレイ可動システム)は、
モデルの造形（１レイヤー）の間トレイ
を自動で左右に移動するシステムです。
このシステムは、同じエリアにレーザー
が照射されることによって引き起こされ
る、樹脂トレイの消耗および造形クオリ
ティーの両方を改善します。

・樹脂トレイ⾃動左右可動システム
・左右どちらからでも樹脂トレイの着脱が可能。

樹脂の⼊れ替えは簡単クイック交換

・全⾯カバーは、使いやすいフルオープン。
・安全なロッキングシステムドア。

DWS ソフト NAUTA & FICTORDWS ソフト NAUTA & FICTORDWS ソフト NAUTA & FICTOR
Windows 7 / 8 / 10 Windows 7 / 8 / 10

DigitalWax�029シリーズは、ガルバノスキャナー⽅式を採⽤し、ワークエリアも100㎜〜150㎜の造形を可能
した機種です。ワークスペースも広いため、⼤きな造形物の作成や、⼩さなパーツの量産、サービスビューロ
などに適応できます。⼩さなパーツや指輪等は、029Jは、1⽇(24時間)で270個程度のモデルの造形、
029J�Plus�,029Xは、1⽇(24時間)で800個程度のモデルを造形することができます。

すべてを兼ね備えた｢029｣シリーズ

レーザー: BluEdge

スライスピッチ: 

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: 

仕"様24; L

サイズ/重量: 

造形方式: 

Galvano



028J
ワークエリア
65 x 65 x 90 mm

Galvano

028シリーズは、DWSガルバノスキャナー⽅式の中で⼀番の販売台数を誇るベストセラーのシリーズ。
2016年｢028JE｣が新しくに発売。｢028J｣｢028JE｣｢028J�plus｣の３ラインナップになりました。｢028J｣
と｢028JE｣は、ワークスペースは⼀緒ですが、PCとプリンターの接続⽅法がDSPボードかＵＳＢかの
違いです。｢028J�plus｣は他の028よりワークスペースが広い仕様になっています。ガルバノスキャナ
ータイプは、精度・スピード・ランニングコスト全てにおいて最⾼のパフォーマンスを実現します。
複雑なモデル、繊細な⽳、薄い表⾯なども、造形することが可能な上、ハイスピードな造形を可能に。
028Jは、1⽇(24時間)約80モデル、028J�Plus�は約150モデルを製造可能。

繊細なデザイン造形が得意な｢028｣シリーズ

028J Plus
ワークエリア
90 x 90 x 90 mm

レーザー: BluEdge BE-1500A/BE-1500AHR

造形エリア (x, y, z): 65 x 65 x 90 mm

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 0-2200 mm/sec

ガルバノスキャン

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: .stl - .slc

380x515x733mm / 56Kg

仕"様24: L

AC230 115V 50-60Hz / 400W入力電源/消費電力

サイズ/重量: 

造形方式: 

□ プラットフォームサイズ 75x75mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:65x65mm)

□ 樹脂トレイ RT800

□ スタート・ツールセット

:�標準装備・付属品24 L��

レーザー: BluEdge BE-1500A

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 0-2200 mm/sec

ガルバノスキャン

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: .stl - .slc

380x515x733mm / 56Kg

仕"様

AC230 115V 50-60Hz / 400W入力電源/消費電力

サイズ/重量: 

造形方式: 

65 x 65 x 90 mm

������

□ プラットフォームサイズ 75x75mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:65x65mm)
□ スタート・ツールセット

:�標準装備・付属品24 L��

本機とPCの接続方法 DSPボード 本機とPCの接続方法 USB

レーザー: BluEdge BE-1500A/BE-1500AHR

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 0-2200 mm/sec

ガルバノスキャン

ソフト 

対応ＯＳ 

対応フォーマット: .stl - .slc

380x515x733mm / 56Kg

仕"様

AC230 115V 50-60Hz / 400W入力電源/消費電力

サイズ/重量: 

造形方式: 

90 x 90 x 90 mm

���������

□ プラットフォームサイズ 100x100mm (ﾜｰｸｴﾘｱ:90x90mm)

□ 樹脂トレイ RT800

□ スタート・ツールセット

:�標準装備・付属品24 L��

本機とPCの接続方法 DSPボード

DWS ソフト NAUTA & FICTORDWS ソフト NAUTA & FICTORDWS ソフト NAUTA & FICTOR

Windows 7 / 8 / 10 Windows 7 / 8 / 10 Windows 7 / 8 / 10



DLP Projector

低価格とハイパフォーマンス

DWS全シリーズの中で⼀番広い造形エリアをカバーする030X。造形エリアは、
300ｘ300x300mmで⼯業デザイン等の⼤きなワークをカバーします。
広い造形スペースとDWSの中で最速造形スピードを可能にしています。
ダイレクト鋳造も可能な樹脂は、ロストワックス製品の製造にも使われています。

Galvano

⽣産性を考えて作られた産業向けに��｢030｣シリーズ

DigitalWax�シリーズで初めてDLP⽅式を採⽤し、シリーズの中で、
１番の低価格を実現した造形機です。最新のDLP⽅式採⽤で綺麗な造形と快適
な造形速度を実現、ワークスペースは、50x37mm�と⼩さいながら⼩物(指輪等)
なら⼀⽇30〜50個程度のモデル作成が可能。低価格でハイパフォーマンスを実
現した最新機種009Jは、価格・速度・クオリティーの三拍⼦揃った、仕事で使える
⼊⾨機。

009Jの造形
ワークエリア
50x37x100mm

造形方式: 

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

ソフト 

対応ＯＳ Windows  7 / 8 / 10

対応フォーマット: .stl - .slc

サイズ/重量: 

入力電源/消費電力

仕"様22 L��

AC230 115V 50-60Hz / 150W

50 x 37 x 100 mm

315x335x630mm/ 20 kg

□ プラットフォーム (ﾜｰｸｴﾘｱ:50x37mm)

□ 樹脂トレイ RT800

□ スタート・ツールセット

:�標準装備・付属品22 L��

DLP Projection
レーザー: UV LED

本機とPCの接続方法 DSPボード

DWS ソフト NAUTA & FICTOR

DWS ソフト NAUTA & FICTOR

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

ソフト 

対応ＯＳ Windows 7 / 8 / 10

対応フォーマット: .stl - .slc

AC230 115V 50-60Hz / 500W入力電源/消費電力

704x1446x2048mm / 500Kgサイズ/重量: 

ガルバノスキャン造形方式: 

300x300x300 mm

仕"様252



008J 028J

028J+

029J

020X

029J+ 029X

平

-
-

適応機種サイズ

#20100003

�溝
#20100073

#20100076 #201000753

#20100115 #20100074

#20100128

#20100091

UV Curing Unit L

レーザー: BluEdge BE-1500C

造形エリア (x, y, z): 

スライスピッチ: 0,01 – 0,10 mm

レーザースキャニング速度: 0-2000 mm/sec

ガルバノスキャン

ソフト 

対応ＯＳ Windows 7 / 8 / 10

対応フォーマット: .stl - .slc

380x515x810mm / 60Kg

仕"様

AC230 115V 50-60Hz / 400W入力電源/消費電力

サイズ/重量: 

造形方式: 

130 x 130 x 90 mm

�� ����;

:�標準付属品24: L"1"24: L"Rnwu□ 020X プラットフォーム 138x138mm (ﾜｰｸｴﾘｱ: 130x130mm)

:�標準付属品2�����;

ワークエリア
130 x 130 x 90 mm

Galvano

020Xは、ガルバノスキャナー⽅式で低価格、広い造形スペースを
可能にしたモックアップ向きの造形機です。造形スペースも130ｘ130㎜
と広いため、⼤き⽬な造形物が可能になりました。

低価格で広いワークスペースを実現低価格で広い造型エリア

DWS ソフト NAUTA & FICTOR

一般的な光造形は、二次硬化が必要不可欠
です。DWSの樹脂は二次硬化をしなくて良い
のが特徴ですが、ダイレクト鋳造用の樹脂な
どは、二次硬化が必要です。DWS樹脂専用
の硬化装置なので均一な硬化が行えます。
028Jなど（造形エリアが65ｘ65mm）は、
”S2”、029Jなど造形エリアが100ｘ100mm
以上は、モデルMがお勧めです。

樹脂トレイ

�5 �7�� �� �� �5 �7�� �� ��
適応機種 008J

028J 028J+020X
適応機種
029J 029J+ 029X プラットフォーム�平

プラットフォーム
75x75㎜

100x100㎜
130x130㎜

160x160㎜
138x138㎜

  

装備 安全装置
 
 

 

タイマー 0 ～ 30 分
硬化エリア 160ｘ160ｘ160mm 225ｘ250ｘ225mm
機械寸法 265ｘ300ｘ330mm 370ｘ330ｘ480mm

重量 11.8 kg 20.5 kg

消費電力 35 W 120 W
入力電源 220V/50-60Hz 

安全装置

仕��様
UV Curing Unit S2 UV Curing Unit M

Technical data

UV Curing Unit S2

UV Curing Unit M

紫外線硬化装置���'�:�6カーリングユニット

プラットフォーム�溝

丸台φ450　高さ300㎜
542ｘ492ｘ465mm

26 kg

70 W

安全装置

UV Curing Unit L

100-230V/50-60Hz 100-230V/50-60Hz 

0 ～ 30 分 0 ～ 30 分

DWSオプション



DWS�樹脂リスト

DWSの樹脂は、造形⽬が無くダイレクト鋳造が出来る！これは、今までの製造⽅法
を変えてしまうほど画期的な事です。 

従来、⾦属の鋳造品を作るまでに多くの⼯程が必要とされてきました。
DWSの樹脂は、直接鋳造が可能なので今までの⼯程を⼤幅に短縮。量産造形
すれば、直接鋳造を⾏いゴム型を製作することなく量産が可能です。また、ゴム
型が取れない宝飾製作が可能になります。ダイレクト鋳造はこれからの
デザインも製作⽅法をも変える⼤きな可能性を秘めています。DL260/DM210
などの樹脂で造形を⾏った場合、造形⽬がほとんど無いため、直接マスター型
としてゴム型を作成でき、そのまま量産に⼊る事が出来ます。

新しい素材とナノテクノロジーが可能に
した、３Dプリンターの新素材「IRIX」
IRIXは、天然⽯に近い材料を使⽤している為、
造形後製品として使⽤できる全く新しい樹脂。
カラーも豊富で、造形でしかできないデザイン
のアクセサリー等の製造を可能にします。これ
からの、デザイン性が重視される時代の新提案
が出来る素材です。

｢GM08｣は、
ゴムに近い素材で、曲げたりする事ができます。

透明樹脂ゴム系樹脂

ダイレクト鋳造⽤樹脂 ⾦属サンプルの製作を可能に!!

アメリカで⾏われた光造形シンポジウムで鋳造性の良さで世界⼀に選ばれました。

｢ ｣は、従来より透明度があり、ABSの様な強度DL370
を兼ね備えた樹脂です。

｢�'�0 ������｣は、耐熱性と表⾯の綺麗さを兼ね備えた樹
脂です。熱に強い為、シリコン型も直接型取できます。

耐熱樹脂

製品の様なクオリティーの仕上がりを実現。

製品⽤樹脂

DWSの樹脂の特徴と種類
DWSの樹脂は、お客様のニーズを受け⽇々新しい樹脂の開発に取り組んでいます。
表⾯の綺麗さと精度を追求した樹脂やダイレクト鋳造⽤に考案された樹脂、
ABSの耐久性を持った壊れづらい産業業界向きの樹脂、ゴムの様な柔軟性がある
ゴム系の樹脂、耐熱性を持った耐熱樹脂など、あらゆる業界で使⽤できる樹脂が
ラインナップされています。

樹脂交換が簡単だから全部の樹脂が使える。
DWS造形機で特徴の⼀つが樹脂の交換が簡単なことです。
他社の３Dプリンターでは樹脂交換に数時間必要なものもあります。
DWS機は、20〜30秒で樹脂交換が⾏えます。その為、数種類の樹脂を毎回交換
しながらモデル製作することが可能です。それは、⾊々なモデルを作成する現場
で最⼤の威⼒を発揮します。

DWS樹脂は、光造形機の常識を変えた！⽇本の樹脂技術が可能にした２０種類以上の樹脂

動画をご覧頂けます。

�$�: �$�5�' �6
�� �� �� ��

�� �' �3�5�, �1 �7�, �1 �*
�, �1�' �8�6�7�5�<

ロンドン、2017年5月20日ロンドンで行われた
｢３D PRINTING INDUSTRY AWARDS 2017｣で競合他社を抑えて
「2017年 パーソナル3Dプリンタ」部門で賞を受賞しました。

ＤＷＳで作成した建築サンプル
｢ル・ヨットクルーズ – モナコ」は、イタリアの会社  Materia Srl  に
「ル・ヨット・ロッジ」を依頼しました。

ル・ヨットクルーズ - モナコ
デザイン：Garroni Design
実行：  Materia Srl
寸法：1100 x 1100 x 320 mmの高さ。

DWS NEWS 2017



硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

86

76

1670

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

クリア

600-800 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

DL350DL360
アクリルのような樹脂材料です。色味は黄みがかったクリアです。（完全な透明では
ありません）アクリルの様な特性に合わせて少し透明性の低いモデルが必要な場合
には有効的です。

アクリルのような樹脂材料です。　色味は完全透明ではありませんがかなり透明
度の高いクリアになります。アクリルの様な特性に合わせて透明度が必要なモデ
ルの場合には有効的です。

アクリルライク

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

80

56

1609

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

クリア

600-800 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

AB001/AB002

破断伸び（％）

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

引張強度（MPa）

引張弾性（MPa）

9

83

64

1410

40

1550

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

ホワイト/グレー

600-800 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

9

83

62

1400

36

1400

ABSライク樹脂材料です。色味もホワイトとグレイの２種類ありABSのように多少
靭性もあるため、はめ殺しの爪などを含むパーツには特に有効的です。

AB001 AB002

世界が認めた の樹脂は、日本の技術で作られた最高品質の造型樹脂です。DWS
樹脂の豊富さと品質は、多くのユーザー様に喜ばれています。一番の特徴は、樹脂交換
が数十秒で出来る事です。他社では数時間かかる場合や、樹脂が大量に必要だった
り交換することは大変な とコストが掛かりましたが、ＤＷＳは、数十秒交換・少な労力
い樹脂で交換が出来るため、短時間でコストを掛けず造型毎に樹脂の選択が可能です。

AB001

色

耐熱

表面硬さ

エッジ

白色

少し硬い

必要ない

表面の綺麗さ

鋳造性

大物造形の適応性

樹脂強度

弾力性

透明性

トレイの寿命

造形後の２次硬化

造型精度

GM08B DC550DM220DM210DL350 DL260AB002 DL360 GM08 DC600 DC700

灰色 半透明

硬い

透明

硬い

灰色

凄く硬い

濃水色

凄く硬い

薄水色

凄く硬い

半透明 灰色

凄く柔かい

黄緑色

柔かい

白色

少し硬い凄く柔かい少し硬い

必要ない 必要ない 必要ない 必要ない必要ない 必要 必要 必要 必要必要ない

透明青

少し硬い

必要

DL370

透明

硬い

必要ない

DL380

黒色

硬い

必要ない

RESIN

プロフェッショナルシリーズ⽤
樹脂テクニカルデータ

DM210 成型⽤樹脂 DM220 成型⽤樹脂

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

87

77.8

2510

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

スカイブルー

2000-3000 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

94

102

7300

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

スカイブルー

2000-3000 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

セラミック成分入りのしっかりとした重量感のあるブルーの樹脂材料です。セラミック
成分入りの材料を更に硬化深度を浅く調整する事により細かな機械部品、コネクタ
ー、特殊医療器具など繊細なモデリングが不可欠なモデルに有効的です。

セラミック成分入りの耐熱性を重視したブルーの樹脂材料です。配合するセラミック
成分量を極限まで増やす事により１８０度〜２００度という３Dプリンター材料では異
例の耐熱性を持たせる事に成功した特殊樹脂材料です。モデルをそのまま温度の
かかる場所にに組み込んで使用して頂く事が可能です。

PPライク

ABSライク

Irix

黒・白・赤・青緑色

凄く硬い

必要ない



引張強度（MPa）

破断伸び（％）

引張弾性（MPa）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

硬度（D）

37

5

2060

80.8

2610

92

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

ホワイト、ブラック、コーラル

アイボリー、ターコイズ

2000～3000

セラミック成分入りの重量感に合わせて照りのでる特殊樹脂材料です。
色味もホワイト、アイボリー、ブラック、レッド、グリーンと豊富でお好みの
色味でより製品にちかいモデリングが可能です。

ナノセラミック樹脂

DC700 

IRIX 

鋳造⽤樹脂
ワックス成分入りの直接鋳造用特殊樹脂材料になります。　モデルをそのままロス
トワックスの様に石膏鋳造が可能です。機械パーツ、カメラパーツ、玩具パーツ
宝飾品など小ロットで特殊で繊細な金属パーツが必要な場合に有効的です。

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

66

10

133

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

クリアーブルー

400-600 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

樹脂テクニカルデータ

DC600 鋳造⽤樹脂

DC550 鋳造⽤樹脂
ワックス成分入りの直接鋳造用特殊樹脂材料になります。　モデルをそのままロス
トワックスの様に石膏鋳造が可能です。機械パーツ、カメラパーツ、玩具パーツ、
宝飾品など小ロットで特殊で繊細な金属パーツが必要な場合に有効的です。

ワックス成分入りの直接鋳造用特殊樹脂材料になります。モデルをそのままロスト
ワックスの様に石膏鋳造が可能です。機械パーツ、カメラパーツ、玩具パーツ、
宝飾品など小ロットで特殊で繊細な金属パーツが必要な場合に有効的です。

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

47

5.3

130

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

半透明エメラルドグリーン

400-600 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

54

6.9

172

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

クリア

400-600 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

DL260 成型⽤樹脂

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

88

73.1

1820

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

グレー

1500-2200 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

セラミック成分入りのしっかりとした重量感のあるグレイの樹脂材料です。セラミック
成分入りの材料を更に硬化深度を深く調整する事により最高の表面制度を再現す
る事が可能です。更に色味もグレイを採用する事によりよりモデルの表面制度や
複雑な形状を確認して頂きやすくなっています。機械パーツなど後工程での表面
処理の難しいモデルや複雑な形状のモデルに有効的です。

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

引張強度（MPa）

引張弾性（MPa）

伸び（％）

80

53

1250

27

1060

15

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

クリア

3000 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

引張強度（MPa）

引張弾性（MPa）

伸び（％）

83

57

1450

33

1410

15

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～25℃ RH 40%～60%

ブラック

2000 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

DL370 DL380 
PＰライクのクリア樹脂材料になります。　コネクターパーツ、板形状のモデル、カバ
ー部分のモデルなどPPの様な材料が必要な場合に有効的です。色味もクリアでよ
り製品にちかいモデルを作る事が可能です。

PPライク DL370 のブラック樹脂材料になります。コネクターパーツ、板形状のモデ
ル、カバー部分のモデルなどPPの様な材料が必要な場合に有効的です。色味に
ブラックを採用する事により表面制度や細部の再現制度も合わせて確認して頂き
やすくなっています。

PPライク PPライク

GM08/GM08B ゴムライク

破断伸び（％）

硬度（D）

曲げ強度（MPa）

曲げ弾性（MPa）

65

28

4

7

使用の環境値

外観/色

粘度

22℃～27℃ RH 40%～60%

ブラック/クリア

600-800 mPa･s at 25℃

樹脂テクニカルデータ

80

27

5

8

ゴムライクの樹脂材料になります。防水パッキン、スイッチ、グリップなどゴムのよう
なモデルが必要な場合に有効的です。色味もクリアとブラックの２種類があり更に
モデルの硬さも自由に調整可能です。

GM08GM08B

樹脂を⼊れる 樹脂の量は、少量でＯＫ!!

少量で造形が出来るので毎回
綺麗な樹脂で造形が可能です。

トレイを機械にセットトレイ固定バーを上げる 機械のセット完了

DWS造型機は操作が簡単で、紙のプリンター感覚で操作が可能です。誰にでも動かす事ができます。▶�出⼒の流れ



Q:樹脂を変える場合大変ですか？
DWSの機種をお使いのユーザー様は、頻繁に樹脂を変えて用途に合わせて使用しています。

DWS全機種、樹脂の交換が非常に簡単で、１０秒程度で樹脂を交換でき、キャリブ
レーションなども必要がなく、取り替えて直ぐに造形が出来るため、毎回樹脂の種類を交換して
も手間になりません。

Q:故障率は？
DWSは、ドイツ製と日本製のパーツを多く使用していることや、構造上の設計などで非常に壊
れづらく作られています。その為、メンテナンスフリーで安心してご使用いただけると思います。

Q:消耗品は何ですか？　レーザーランプの交換頻度は？　　
DWSの機種は、他機種と違い交換品が少なく納入後、低コストで造形作業が可能です。
一般的な消耗品は、樹脂トレイと樹脂です。レーザーランプは、レーザーダイオードなので
通常使用で５年以上切れないと言われています。※ランプは不意な事故で切れる場合があります。
５年以上交換が必要のない設計になっていますが、使用頻度や電気的トラブルなどで、5年未満でも切れる場
合もあります。※今までの納品実績（日本設置機種５年間）で一度も切れた機種はありません。

Q:樹脂トレイの交換頻度と価格は？
樹脂トレイの消耗頻度は使う樹脂により異なりますが、指輪程度の大きさの造形物で300-500個
程度造形が可能です。トレイの価格も低コストです。

Q:使える樹脂の種類は？
樹脂の種類は、セラミック系樹脂、アクリル系樹脂やABS-like系など用途に合わせて選べるよう
に２０種類以上あります。ダイレクト鋳造樹脂にも力を入れており、鋳造製でも自信をもっており
ます。USAサンタフェで行われた、世界光造形フォーラムでは、鋳造製と再現性でDWSの樹脂が
世界で１位を取りました。

Q:キャリブレーションやメンテナンスは？
DWSは、メンテナンスフリーをコンセプトに設計されました。通常の造形機はキャリブレーション

などが必要で使用前に時間を取られる場合がありました。DWS機種は、キャリブレーションが

ほとんど要らず、毎日使用しても、1か月に一度、２～３分程度の原点出しのみで済みます。
納入させて頂いたお客様からも「この機種は簡単で楽だよ」とお褒めの言葉を頂いております。

Q:どこで作られていますか？
DWSの機種は、イタリヤで製作されています。設計開発は日本の技術者とイタリアの技術者で
の共同開発で行われています。使われているメイン（高額な部品類）パーツなどは、ドイツ製と
日本製を採用しています。光造形で一番大事なのは、樹脂の開発です。樹脂開発は、日本の
光造形樹脂開発の第一人者である萩原（DWS社顧問）が開発を行っています。

Q:納入実績は？
DWSシリーズは、綺麗な造形と低コスト、ガルバノタイプの光造形で700万円を切ったことで、
ここ数年で世界的に有名になった機種になりました。納入実績としては、1000台以上納入され
ています。日本企業でも車業界や家電・カメラ・スイッチ関連の大企業にも納入されています。

Q:一度も3Dプリンターを使った事が無いのですが、私でも機械を使えますか？
A:元々DWS社製製品に関しては全て皆様のご家庭にもある2Dプリンタの様に誰でも簡単
に3Dプリンタを使って頂けるように設計をされておりますので、今日初めて3Dプリンタを見
た方でもすぐに機械を使って頂けます。

Q:3Dモデル出力後に何か必ず必要な二次加工はありますか？
基本的にはDWS社製光造形機用材料のほとんどが二次硬化等の二次加工は必要ありま
せん。※直接鋳造用やゴムの様な特別な特徴をもつ材料に関しましては一部、二次硬化
が必要なも物もございます。

Q:機械の導入するにあたって、温度管理や湿度管理など何か特別な設置環境を用意しなければいけない事はありますか？
A:特に特別な温度管理や湿度管理を行って頂く必要はございません。
実際にほとんどのユーザー様が通常の２Dプリンタの用に、普通に机が並び皆様がお仕事をされているオフィス環境でそのまま機械をご使用になって頂いております。
 

Q　設置に必要な工事を教えてください？
本体はAC100Vで稼働しますので、特別な電機工事等は必要ありません。また、紫外線をカット
するブースなども必要ありません。

Q　造形後の後処理を教えてください？
基本的には二次硬化は必要ありません（一部例外もあります）。造形後はアルコール洗浄、
カッターなどを使用したサポート除去のみで完成です。（5分程度）。

Q:硬化した樹脂は再利用できますか？
一度硬化した樹脂を溶かしたりして再利用する事はできません

NAUTAで⾃動サポート作成
スライスデータ作成。
FICTORで設定して造形機へ転送
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プラットフォームの取り外し造形の完成 アルコール洗浄

２次硬化も必要ありません。

造形機のお問い合わせは、
３D＆Laserソリューション部まで

検索シーフォース

TEL：03-5817-1550　
3dlaser@seaforce.co.jp

シーフォース�機械部ショールームにて随時デモ
をご覧頂けます。
最新の機械類が⾒れる唯⼀のショールーです。
是⾮ご来店頂き、３Dプリンターやレーザー機器
などをご覧ください。
「モノ作り」が変わるかもしれません。

シーフォース�機械部ショールームにて随時デモ
をご覧頂けます。
最新の機械類が⾒れる唯⼀のショールーです。
是⾮ご来店頂き、３Dプリンターやレーザー機器
などをご覧ください。
「モノ作り」が変わるかもしれません。

東京�上野�シーフォース本社��｢３Dショールーム｣�では、DWSの３Dプリンター６機種が常時展⽰されています。
詳しい専⾨スタッフが詳しくデモを⾏いながら、ご説明させて頂きます。是⾮近郊へ来た際は御来社下さい。

www.digitalwax.asia
製品について詳しくは、ホームページをご覧下さい。DWS�の詳しい情報や映像等がご覧頂けます。

購⼊前に良くある質問を下記に記載しております。詳しい説明や内容は、直接お問い合わせください。DWS造形機�よくある質問�|�Q&ADWS造形機�よくある質問�|�Q&A

完�成
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