
RICOH 
AM S5500P

リコー 3Dプリンター

粉末焼結積層造形

造形エリア

（W）550mm
（D）550mm
（H）500mm

材料

ナイロン12、
ナイロン11、
ナイロン6、

ポリプロピレン

スキャンスピード

m/秒
15

積層ピッチ

0.08mm

0.20mm
〜
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もしも、機能試験に耐えうるほどの試作品がすぐに作れたら。

もしも、多品種の試作品を製造しながらコストを抑制することができたら。

もしも、3Dプリンターで造ったパーツを実際の部品として使えたら。

自動車産業などの各種製造業、サービスビューロー等のお客さまの

「もしも」に応えるSLS®方式3Dプリンターが、ついにリコーから登場です。

ものづくりのプロとしてお客さまと手を携え、業務プロセスの革新をサポートします。

製造業の新たな価値創造のために。
樹脂用SLS®マシンが、ものづくりを加速する。

誕生
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より高機能かつ多様な
材料を使用できます。

縦方向に効率的に造形でき、
ランニングコストも低減。

サポート材が不要なため、
取り除く手間がなく、
材料のロスも少ない。

造形の際のサポート材は、必要ありません。
使用する材料は造形される部分のみなので、
材料ロスも、後加工の手間も軽減できます。

SLS®方式は、縦方向の造形もスピーディ。
高速かつ低コストで造形物を製造することができます。

多種多様な樹脂材料を選択することができ、
その造形品は、組み付け評価や風洞実験など
様々な用途に応用することが可能です。

RICOH AM S5500Pが採用している、
粉末状の素材にレーザーを照射して焼結させる方式です。
高精細かつ耐久性のある造形物を製作できるため
最終製品の製造にも用いることが可能。
ものづくりの可能性を一気に拡げる
3Dプリント技術として注目を集めています。

SLS®（粉末焼結積層造形）とは
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日本のハイエンドマシンが、
世界のものづくりをリードする。

RICOH AM S5500Pは、レーザーパワーや温度設定などをお客様ご自身
で自在に設定することができます。細やかなパラメーター設定ができるため、 
より繊細な造形に対応することが可能です。プロフェッショナルなものづくりの 
現場での試行錯誤にも最適な、高性能マシンです。

パラメーター設定も自在な、プロフェッショナル仕様。

RICOH AM S5500Pは、ナイロン12・ナイロン11・ナイロン6、ポリプロピ
レンなど耐久/耐熱性に優れた樹脂素材を材料として選択できるハイエンド
モデル。強度に優れた造形品は、機能評価をするための模型として使用する
だけでなく、少量多品種生産にも適しており、実際の製品としても使用する
ことができるものです。

高機能材料が使える、ハイエンドモデル。

すぐれたコストパフォーマンスも、RICOH AM S5500Pの大きな特長です。 
ハイエンドモデルとしての重要な指標は製造効率ですが、当機は特に一度
の出力でより多くの造形ができる「造形容量」において高い性能を誇ります。 
そして、RICOH AM S5500Pは造形容量が高い3Dプリンターの中でも、 
導入コストを低く抑えています。

世界市場でも際立つ、コストパフォーマンスの高さ。

RICOH AM S5500Pの強み
ADVANTAGES

自動車部品

一度の造形で作成されるサンプルのイメージ
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RICOH AM S5500Pは、高速造形が可能なレーザー 
走査技術を搭載しており、高速かつ高精度の造形が 
可 能 。造 形スピードを高め、ものづくり改 革を加 速 
します。

高速レーザー操作による、効率的造形。

ビーム径を小さくすることにより、繊細かつより精度を求められる造形にもご利用いただけます。パートヘッド
は前部・中央部・後部の3箇所の赤外線センサーで独立温度制御し、赤外線センサーに汚れ防止機構を装備
しています。

ビーム径は小さく、高精度化を実現。

RICOH AM S5500Pは、造形物にならなかった箇所の粉末材料を再利用できる割合「リサイクル率」を向上 
させています。また、加熱を最適化し、高速造形を実現することにより消費電力の大幅な削減に成功しました。

高いコストパフォーマンスが、続く。

RICOH AM S5500Pは、マシンの信頼性を向上させるために様々な機構を採用しています。例えばヒーター
安全回路、独立制御系加熱保護機構、ヒーター電源電圧変動補正回路、レーザー可出力検知機構、粉塵対策
用熱交換型冷却器など。安定して稼働し続けるための技術です。

マシンの信頼性を向上。

ナイロン12・ナイロン11・ナイロン6、ポリプロピレンなど、多種多様な粉末材料をご用意しており、様々な分野の
造形に対応することができます。

幅広い材料ラインナップが魅力。

ものづくりを手軽にするため、
最先端技術を駆使しています。

RICOH AM S5500Pの特徴
FEATURES

従来のラスター走査 ジグザグ走査
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塗り潰しエリア 露光走査 ジャンプ走査
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1
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4
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もっと、ものづくりの実践へ。 
高機能材料だからできることを。

用途例
APPLICATIONS

RICOH AM S5500Pは、一度に大量の造形が可能。試験用のパーツを 
数多く作成したり、少しずつパターンを変えた部品を作成したりすること
ができます。例えばサービスビューロー等で、造形におけるコストを最小限
に抑制しつつも造形量は減らしたくない場合や、造形物の品質調整のため 
細かい機器の設定変更がしたい場合にも便利です。

簡易試作用3Dプリンターでは、試作品により見た目や構造の把握はでき
るものの、使用できる材料が限られていたことから、機能試験を行うための 
パーツを造形することは難しかったのが実情。しかしRICOH AM S5500Pなら 
高機能素材を使用することができるため、例えば自動車メーカーであれば、 
試作品を試験車に取り付けて実際に走行試験を行った事例もあります。

RICOH AM S5500Pは、高機能材料を利用できるため、最終製品の製造 
も検討されています。テストケースにおいては、バイクの一部に最終パーツと
して造形物をお使いいただいている例も。レーシングカーのパーツのような
カスタム品や、サービスパーツのような多品種・小ロット部品を作成したい 
お客様にもおすすめです。

一度に大量の簡易試作デザインを。

機能試験を行えるパーツも造形できる。

高機能材料だから、最終製品の製造も。



6

3Dプリンターの導入を、
ご検討のお客様へ。

製造業向けサービス / ADM
SERVICES

製造業向け出力サービスのご紹介

リコーは、3Dプリンター導入をご検討のお客さまにサンプル出力のサービス
をご提供します。RICOH AM S5500Pに限らず、造形方式・素材を問わない 
対応が可能。お預かりした3D-CADデータを基に設計・製造のスペシャリスト
がサポートしますので、ご興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

導入をご検討される方に。出力サービスをお試しください。

リコーADMサービスのご紹介

リコーは、高い技 術力と長 年 培った3 Dプリンターノウハウを活用し、 
3Dプリンターに注力した拠点からお客様の生産プロセス革命を全面
的に支援するサービス「リコーADMサービス（Advanced  D i r ec t 
Manufactur ing Services）」をご提供しています。材料押出堆積法/ 
熱溶解積層法（FDM）やマテリアルジェッティング（MJ）、粉末焼結積層 
造形（SLS®）など、多様な造形方式がご利用可能です。

経験豊富な技術者が、生産プロセス革命をご支援。

サービスご利用までの流れ

お問い合わせ
お客様

ご相談・
ヒアリング
メールorご訪問

リコー営業

ご提案
お見積り
リコー営業 リコー営業

ご契約 サービス
ご提供

RICOH
Webサイト



0120-892-111

http://www.ricoh.co.jp/3dp/
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

イチ イチ イチ

●お問い合わせ・ご用命は・・・
東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

このカタログの記載内容は、2016年10月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

RICOH AM S5500Pの主な仕様

※SLSは、3D Systems , Inc.の商標または登録商標です。  ※FDMは、Stratasys Ltd.の登録商標または商標です。 ※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

ものづくり変革支援拠点「RICOH Rapid Fab」

RICOH Rapid Fab新横浜　〒222-8530 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 （株）リコー新横浜事業所
RICOH Rapid Fab大　阪　〒563-8501 大阪府池田市姫室町13-1 （株）リコー池田事業所
RICOH Rapid Fab名古屋　〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山2-14-29　リコージャパン（株）名古屋今池事業所

RICOH Rapid Fabでは、実際の3Dプリンターをご覧いただきながら、3Dプリンター導入コンサル
ティングや3Dプリンター出力サービスに関するご相談をしていただくことが可能です。 数台の3Dプリ
ンターをご用意しているほか、多くの造形サンプルも常備。さまざまな樹脂でつくられた造形物から、
石膏でつくられた造形物、3Dプリンターを使って製造した鋳型や、その鋳型でつくられた鋳造品など
を幅広くご覧いただけるようになっています。また、実際にリコーが3Dプリンターをどのように使用し
ているのか、それによってどのような効果があったのかを知っていただくための実践事例も公開中。3D
プリンターの導入や出力サービスのご利用をご検討されているお客様のご来場をお待ちしております。

見て、触れて、相談できる、ものづくり変革支援拠点。

もっと知りたい！3Dプリンターのあれこれ「RICOH 3D PRINT ONLINE」

リコー 3Dプリンター 検索

RICOH 
Rapid Fab

ご来場のお申し込み

製造業向け
導入コンサルティング

サービス

お問い合わせ•お申し込み

製造業向け
3Dプリンター
出力サービス

RICOH 
Advanced Direct 
Manufacturing

Services

リコーの3Dプリンターに関する情報が、すべてつまった特設サイト。各サービスの詳細が分かるのはもちろん、お申し込みまでこちらのサイトから
行っていただけます。その他にも、お客様の3Dプリンター選びをサポートする便利な機能や情報が満載です。
● 各種サービスの詳細を掲載　● リコーの担当者が製品をレビュー　● 便利な商品検索機能を搭載　● イベント情報も随時更新　● 実際の導入事例も公開中

■設置に必要な推奨スペース
設置に必要な推奨スペース
幅：3,300mm × 奥行き：4,400mm × 高さ：3,000mm以上

装置上面

幅：2,100mm
高さ：2,400mm

チラー

2,000m
m
以
上

奥
行
き
：
1,520m

m

600mm

600mm

700mm 400m
m

800m
m

※本仕様は予告なく変更になる場合があります。

項目 仕様

レーザー出力 100W

スキャンスピード 15m/秒

積層ピッチ 0.08mm 〜 0.20mm

造形エリア（W×D×H） 550 × 550 × 500mm

本体寸法（W×D×H） 2,100mm × 1,520mm × 2,400mm

電源 3相AC200V±10% 50A 50/60Hz

材料
ナイロン12、ナイロン12（ガラスビーズ入り）、 
ナイロン11、ナイロン6（ガラスビーズ入り）、

ポリプロピレン

■スペック


