
3Dプリントサービスに
関するソフトウェア
24時間いつでも受注し
効率的にAMワークフロー
を管理する



AMに関する注文をあなたの顧客が迅速に行うにはどのようにしたら
良いのでしょうか? すぐに、正確な金額を提示できますか?

クライアントはインターネットと同様にスムーズで無駄のない
3Dプリントの注文ができるシステムを求めております。
今こそお客様に提案でるときなのです。

eコマースプラットフォーム



3Dプリントサービスに関するソリューション

評価
受注前にAMにおける
適合性を評価。

販売
カスタマイズされた、

オンラインポータルからの販売。

ANALYZE AMにおけるビジネスの採算性を分析

SECURITY ワークフローにおける企業レベルデータ保護による安全性。

サポート
注文プロセスの各段階において
クライアントをサポート。

製造
スマートな優先度設定及びスケ
ジューリングにより効率的に製造



評価 
プロセシング前に注文に関するAM適合性を評価
AMにおいて技術的に対応可能なだけではない各ﾊﾟｰﾂは必要です。素晴ら
しいビジネス事例を求めています。従来、社内の専門家のみがAMへの適合
可能性について顧客に伝えることができました。

AMPIを入力します。すると顧客の注文に対し素早いスクリーニングによりチー
ムはAMについて準備不足のみの注文に関する見積もりを打ち出すにあたり
重要な仕事にかける時間が奪われることがなくなります。

さらに顧客はあなたの会社を気に入るでしょう。顧客は自社のアイテムがAM
に適合するのかまたは異なる製造方法を検討するべきなのかをすぐに知ること
になるのです。

EVALUATE SUPPORT SELL  PRODUCE



AMPI注文事前スクリーニングを新しく備えた顧客は、
不適切な注文に関する無駄を省略することができます。



構造化された提示プロセス AM適合性簡易評価
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AMを備えたすべてのアイテムは、
注文プロセシングに水面下で
準備を開始します。
AMPIの注文スクリーニングプロセスは、顧客との関係を強化する
素晴らしい機会です。部品のAM適合性及び不適合性を把握
することにより、AM準備アイテムのプロファイルを迅速に 把握します。
一方、チームは、AMに無関係のアイテムを排除することにより、
思ってもいないほど多くの時間を得ることができ、開始するプロジェクト
に目を向け、製造における時間を使用できるのです。



サポート 
自動化される通知・透明性のあるデジ
タルプロセスを使用。

注文状況の更新、プロセスの追跡及び配送情報、説明
要求等。容易に自動化される業務にチームの時間を割く
理由はありません。

プラットフォームは、モデルデータ、製造仕様書及び 進行
中のコミュニケーションを含むプロジェクトのすべての側面を
結びつけるデジタル空間を提供します。情報に関するプロ
ジェクト状況変更及び要求における重要な更新は、
メールまたはプラットフォームにおいてすべて顧客に直接伝
達されるでしょう。

切り替えた後、効率性が増すだけではなく、他の方法を
用いてビジネスを行うことはもはや考えられなくなるでしょう

EVALUATE SUPPORT SELL PRODUCE
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自動注文管理
受領証、請求書及びプロジェクト更新
の作成を含む各注文に関する事務的
業務を自動化します。

顧客が十分に情報を得ていると感じ
ることができれば、チームが複雑な
業務及びカスタマー・エクスペリエンス
を改善することに目を向けることが
可能になるでしょう。
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中心化したプロジェクト
コミュニケーション
メッセージング、添付ファイル、
CADデータ、プロセシング指示。
すべてを一元化します。

明確性及び透明性が加わることで顧客及び
従業員両方が恩恵を受けることになります。
彼らが知りたい情報をピンポイントで把握するこは、
エラーを減らし、製造への橋渡しをスピードアップする
シンプルな方法です。



AMサプライヤーネットワークに加わってください

ソフトウェアを使用する大企業は、内部製造を増強する信頼できるAMサプライヤー
を求めています。3YOURMIND サプライヤーネットワークの一部として、この環境に
サービスを提供し、クリック1つで世界における最も革新的な 会社から受注すること
が可能なのです。  

all with a click.

http://3yourmind.com/enterprise-demo?utm_campaign=Online%20Magazine&utm_source=Online%20Magazine&utm_medium=Enterprise%20Magazine%20EN
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販売 
インダストリー 4.0社のような
AM サービス
AMの注文のためのオンラインアクセスにより、顧客は、製造
決定を行い、その場で注文できるようになります。

簡易プリント適性確認により準備できているかを確認します。
材料の選択、製造方法及び最終工程により、迅速な見積も
り、配送日が指定されます。請求書、受領証及び出荷情報
が自動的に作成されます。

すなわち、顧客はデータ手入力を行い、ソフトウェアは自動的
に発注し、そうすることで、チームは、最良の付加製造を実行
できるのです



CAD 見積もり

仕様書

外部

材料

内部

自動価格設定 
手動価格設定
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プリント適性 
分析
弱点を見出しチームの
時間を取らずにあらゆる
問題を解決するために、
詳細にわたる可視化モデ
ルを顧客に提示します。

元の部品の形状を維持しながら、各モデルは
数値、トポロジーにおける矛盾を修正するにあ
たり、入力の多方面性を確保し、水密メッシュ
を取り付ける際にデジタルアーチファクトをとりの
ぞくためにさらに最適化されます
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材料及び技術的比較
個別製造に関する注文にプロジェクト要求事項を
適合させることにより、顧客がより賢明な決定を
下すことを手助けします。
フィルターにより、顧客は密度及び抗張力といった 
材料タイプ、物理的特性または属性を選択することが可能になります。
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簡単なアクセス 
顧客は、容易で直接アクセスする
製造注文が可能になります

オンラインポータルは、クライアントが、時間
に関係なく見積もりであっても受け取ること
ができるようにするために24時間のエント
リーポイントを提供します。
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迅速で正確な価格設定
材料タイプ、ポストプロセシング方法、要求される
サポート材料及びモデルオリエンテーションを含む
関連要因に基づく価格式を作成します。

自由に設定できる価格式によ
り、24時間いつでも正確な見積もり
を作成することができます。
複雑な注文または大量注文につい
て、重要な顧客により良いサービス
を提供するために手動価格設定を
使用することができます。



製造 
スマートな優先度設定
及び効率的な製造プランニングを備えます。

AMを強化し、主要段階に至った場合、
提供するビジネスにおける需要もまた、ますます増加します。実行
するには、2通りの方法があります。組織が新しい注文を受け、または
規模を拡大することです。

後者は、特にビジネス用に適合させ、カスタマイズされたワークフローを
利用します。我々の製造スケジューラは、仕事構築及び機械使用の
ためのスマートな方法を提示します。効率的なワークフローを作り
上げるために主要な部分です。ソフトウェアは、製造のスピードを
上げるために手動調整を省きます。

EVALUATE SUPPORT SELL PRODUCE



自動部品優先度設定
効率性を加え、高速動作時間を
維持するために推奨される構築
方法を活用します。

ソフトウェアは、材料タイプ、配送までの時間及び機械可
用性を適合させることで機械構築を自動的に提案します
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カスタマイズされた
ワークフロー
従業員による製造方法をそのまま
当てはめたプロセスを作成します

あなたは、各材料及びポストプロセスに独自
の需要があることをお分かりだと思います。ソ
フトウェアは、効率的に及び時間どおりに、ど
の時間においても伝達できるように、自動的
に製造スケジュールを提案し、ワークフローに
基づく自動化された調整を提供します。



製造フロアのライブビュー
スケジューラは、実際に起っていることに
鮮明な状況を伝えるべきである
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ソフトウェアは、仕事構築、製造ポストプロセスを
調整し、機械メンテナンスを手助けします。
情報が自動化されるコミュニケーションチャンネル
に接続されることで、関係者全員が最新情報を
得ることができるようになります。
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分析 
AMワークフローの一部始終の詳細
にまで及ぶ性能に最適化する。

従業員の行動を理解することにより、個別要求に対応する
ことが可能になります。企業プラットフォームは、従業員が、
注文プロセスにどのように関わっているのかについて細かく追跡
するための分析ツールを含みます。

特に次回の需要及び材料使用を見積もり、プリンタ使用及び
利益を増大させる注文及び顧客のタイプを認識する枠組みを
提供するAMを使用する会社のために開発された分析
レポートを使用します。企業におけるプラットフォームは、AMに
関するデータ追跡におけるメリットをもたらします。
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プラットフォームにより、ニーズをより良く把握す
るために、誰がどのように顧客が注文しているの
かを示します。ダッシュボードにより、ビジネスが
どのように行われているかについてリアルタイム
評価が表示されます。

性能を高めるために
アナリティクスを利用します。
顧客ライフサイクルの全段階において
ビジネス性能を最適化します。



YOUR 3D-PRINTED METAL PARTS HERE

マーカス・ジョステン
Instametal - GKN Powder Metallurgy

我々は、顧客を直接結びつけるにあたり、
より効率的な注文プロセスを通じて得た
時間を活用したいのです – つまり、対話、
共同開発戦略及び複雑な案件について
の個別相談などです。顧客間及びGKNの
ために、これらの分野において、時間をより
有効に活用するのです。





工業生産の最前線でいることは、我々が
提供できる最も重要なサービスです。これが
信用のおけるリーディング3Dプリントサービス
にこれらのミディアムティアアクセスを提供する
ための3YOURMINDと連携し合うことが
重要であることの理由です。
そうすると、配送までの時間及び製品品質に
おいてさらに規模の大きい会社と直接競うこ
とが可能になります。

ノーマン・コーシャルト
Rapid3Dは、E/D/E及び8つの関連会社により
運営されています。



エリック・ウィアシング
イノベーションシェンカーAG社 
副社長

顧客に最新型のデジタルソリューションを
提供することが成功への鍵となります。
それを考慮すると、3YOURMINDは、
とても素晴らしいパートナーです。ポートフォ
リオに3Dプリンティングサービスを統合する
ことにより、我々は、顧客のサプライチェーン
により高い価値のサービスをお届けします。



ご自身でプラット
フォームを作成

ウェブベース・自社運用の
ソリューションから選択

自社運用 ウェブベース



セキュリティ機能
\ 複数要素のデータ認証

\ 送信中と蓄積時の暗号化

\ 自動的なシステムの監視、直接のアラート、

　　　 実例のロギング 
\ 重構造のプラットフォームの許可

\ EUの一般データ保護規則 
（GDPR）に準拠

\ 連邦取引委員会法に準拠
（合衆 国法典15編41～58条）

製造の未来のために構築された
安全なプラットフォーム
弊社は既に、航空宇宙、自動車、医療、物流産業における世界
最大の製造業者の一部に対して安全なプラットフォームを提供して
います。

こうした業者が将来の製品を構築する際、弊社は製造プロセスの
各段階において企業レベルでのセキュリティを維持する重要性を
理解しています。



3yourmind.com/ecommerce-demo

オンライン注文であって
も、正確さは同じ.

カスタマー・エクスペリエンス及び製造管理に自動操
作を新しく備えることは、イノベーションの最前線であ
り続けるためにとても重要です。現在のワークフローに
我々のツールを加えることでAMをリードしてください。
あなたはAMの発展のためのﾒﾝﾊﾞｰです。製造に
おける新しい時代にともに向かうことになるでしょう。
今こそ未来に向かうときです。

AMオーダーがどんなに
簡単か体感してください。

http://3yourmind.com/enterprise-demo?utm_campaign=Online%20Magazine&utm_source=Online%20Magazine&utm_medium=Enterprise%20Magazine%20EN
http://3yourmind.com/enterprise-demo?utm_campaign=Online%20Magazine&utm_source=Online%20Magazine&utm_medium=Enterprise%20Magazine%20EN


最良のAM事業を実現するために

チームを解き放ちましょう。
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