
耐熱性があり高強度の素材です。
PA6GBは実働試験にも耐えられる程の強度があるため、
プロトタイプのみならずプロダクションにも適しています。

PA12GB/PA6GB

材質の特徴

デザインの秘訣

ナイロン素材は、モデルの中に薄く長い箇所があると重力によって
その箇所は歪んでしまいます。

一般的なナイロン素材はモデルの構造とデザインによって曲がりやすいですが、
厚みのあるモデルは曲がりにくいです。

反対に、GBナイロンは柔軟性がないため、バネ構造には不向きです。

モデルの形状やトレー内の配置によって造形段差が発生してしまいます。これ
は SLS 方式の３Dプリンターでどうしても発生してしまう現象です。

GBナイロンは一般的なナイロンに比べ倍近い強度がありますが、その分
柔軟性がありません。
そのため、靭性が必要とされる機工には向いていません。

どちらもグレーがかった白い色の素材です。

山路を登りながら

PA6GB
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最大造形可能サイズ

最小造形可能サイズ

支えられた壁の最小肉厚

PA12GB
190mm x 210mm x 290mm

PA6GB
450mm x 450mm x 450mm

(X : Y : Z)

複数のモデルが１つのファイルに含まれている場合、すべてのモデルがこの範
囲内に納まっていなければなりません。最大造形可能サイズはプリンタの造形
可能領域で決定されています。造形可能とする為にモデルの最大サイズを最大
造形可能サイズ内に納めてください。
もし作成したモデルがこの範囲に入らない場合、モデルのスケールを小さく変
更、もしくは不必要な部位を取り除きバウンディングボックスサイズを小さく
するか、より大きなモデルが造形可能なマテリアルの使用を検討して下さい。

PA12GB

X + Y + Z ≧ 10mm

複数のモデルが１つのファイルに含まれている場合、それぞれのモデルがこの
サイズより大きくなければ造形できません。最小サイズはプリンタが造形でき
る最小寸法で決定されます。造形可能とする為にモデルの最小サイズを最小造
形可能サイズより大きくして下さい。
もし作成したモデルがこの大きさより小さい場合、「モデルのスケールを大き
く変更する」、「厚みを増やす」、「結合が可能な部位は結合する」、「パーツや各
部位を大きくする」、などの修正をご検討頂くか、より小さなモデルが造形可
能なマテリアルの使用を検討して下さい。

"支えられた壁 "とは２つ以上の側面が他の壁に接続されている壁のことを言
います。
PA12GB/PA6GBの " 支えられた壁 "の最小肉厚は粉状のサポート材から
モデルを取り外し、クリーニングする際の難易度で決められています。
壁が薄すぎるとこの処理中に破損してしまいます。
また短軸が直軸の 10%以下の長さになると歪みが大きくなります。

GB全素材：t = 1.0mm

PA6GB

X + Y + Z ≧ 7.5mm
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支えられていない壁の最小肉厚

"支えられていない壁 "とは１つの側面のみが他の壁に接続されている壁のこ
とを言います。
PA12GB/PA6GBの " 支えられていない壁 "の最小肉厚は粉状のサポート材
からモデルを取り外し、クリーニングする際の難易度で決められています。
壁が薄すぎるとこの処理中に破損してしまいます。
また短軸が直軸の 10%以下の長さになると歪みが大きくなります。GB全素材：t = 1.0mm

支えられた線形状部の最小肉厚
PA12GB/PA6GBにおける "線形状部 "とは長さが幅
の 5倍以上ある部位のことです。
"支えられた線形状部 "とは両端が壁で支えられた "線形状部 "のことです。
PA12GB/PA6GBの " 支えられた線形状部 "の最小肉厚は粉状のサポート材
からモデルを取り外し、クリーニングする際の難易度で決められています。
線が細すぎると、この処理中に破損してしまいます。
また短軸が直軸の 10%以下の長さになると歪みが大きくなります。

支えられていない線形状部の最小肉厚
PA12GB/PA6GBにおける "線形状部 "とは長さが幅
の 5倍以上ある部位のことです。
"支えられていない線形状部 "とは１つの端のみが壁で支えられた "線形状部 "
のことです。
PA12GB/PA6GBの " 支えられていない線形状部 "の最小肉厚は
粉状のサポート材からモデルを取り外し、クリーニングする際の難
易度で決められています。線が細すぎると、この処理中に破損してしまいます。
また短軸が直軸の 10%以下の長さになると歪みが大きくなります。

GB全素材：t = 1.0mm

GB全素材：t = 1.0mm
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マテリアル用抜き穴の最小値
PA12GB/PA6GBのマテリアル用抜き穴は中空モデルから造形されなかった
マテリアルを取り除くための穴です。
PA12GB/PA6GBのモデルが中空部を含んでいる場合、
モデルが造形トレーから取り出されてもその中空部にマテリアルが残ったまま
になっています。小さな抜き穴の場合、その余分なマテリアルを綺麗に取り除
くことが出来ません。
これは特に染色を行うときに重要で、もし内部にマテリアルが残っているとそ
れらの影響で綺麗に染色できません。
中空モデルを作成する場合、このマテリアルを取り出すのに十分な抜き穴を作
成して下さい。１つの抜き穴しかない場合中空部分の隅にあるマテリアルを取
り除く事が難しいので、大きなモデルの場合は抜き穴を複数設けていただくこ
とを推奨します。
もし抜き穴がマテリアルを取り除くのに不十分な場合はサイズを大きくするか
数を増やして下さい。また最悪の場合は中空部の削除をお願いさせて頂きます。

モデルが 50mm x 50mm x 50mm を
超える場合複数の抜き穴を設けて下
さい。

GB全素材

Φ ≧ 3mm ( 壁厚 t  ≦ 5mm)
Φ ≧ 10mm ( 壁厚 t  ＞ 5mm)
( サポート抜き穴：2つ以上 )

浮き彫りのディティールの最小値

必要な幅と高さ

GB全素材 t = 1.2mm

" 浮き彫りのディティール "とはサーフェスから突き出た箇所のことです。
PA12GB/PA6GBの " 浮き彫りのディティール "はプ
リンターの最小分解能で決まっています。ディティールがこの最小値を下回る
時はプリンターはこの部位を正確に造形することが出来ません。

彫り込みのディティールの最小値
"彫り込みのディティール "とはサーフェス内に落ち込んだ箇所のことです。
PA12GB/PA6GBの " 彫り込みのディティール "はプ
リンターの最小分解能で決まっています。ディティールがこの最小値を下回る
時はプリンターはこの部位を正確に造形することが出来ません。必要な幅と深さ

GB全素材 t = 1.2mm
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PA12GB/PA6GB（磨き）を選択頂く事で SLS 造形特有のざらついた表面を滑らかな質感にする事が可能です。
本素材はバレル研磨機で処理している為、エッジの再現性は低下します。
衝撃が加わると破損しやすい形状は破損する可能性が高いです。また鋭角な部位、細長い形状は本ガイドラインに記載し
てある必要な厚みを満たしていても研磨中に破壊されるリスクが高いです。
形状によりキャンセルさせて頂く事がある事を予めご留意ください。

※エッジ再現性にこだわりがない場合や破損をご了承頂ける場合はご対応致します。お手数をお掛けしますが、以下の弊
社問い合わせフォームよりご連絡下さい。
https://www.dmm.com/help/-/inquiry/=/category=make/

PA12GB/PA6GBの磨きについてご注意いただきたいこと

特に注意すべき点

うまく磨けるモデルの参考例

うまく磨けないモデルの参考例

高さが1mm以上の浮き彫りは破損のリスクが高くなります。
またモデルとモデル間を接続する様なランナー形状は破損
してしまいます。

t = 1mm

内部は研磨されません

t = 1mm

研磨は表面のみとなります。入り組んだ形状や壁に囲まれた
内部には研磨用のメディアが入らない為に磨かれません。

円筒形状の中身は磨けません。また最低1mmの厚みが必要
です。

中空構造のモデルは研磨時に内部に研磨剤が詰まって除去で
きない場合があります。
研磨剤を除去するためには直径10ミリ以上の穴が必要で
す。※形状によって複数箇所必要
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各パーツに必要なクリアランス

複数パーツの連動

GB全素材

dim ≧ 1.0mm

クリアランスとは各パーツの間隔のことです。

もし各パーツ間の距離が近すぎる場合、部分的に溶着した粉がその間で固まっ

間を埋めてしまいます。
造形不良を避ける為にパーツ間のクリアランスを最小クリアランス以上にして
ください。

可能

GB素材は SLS 方式でレーザーによって材料の粉を溶着することで造形します。
よって十分なクリアランスが保たれている場合、複数のパーツを組み合わせ
ることで機械的動作を行うモデルを作成することが可能です。

一般的なナイロンよりも大きなクリアランスを要求する為、不向きです。

購入後の取り扱い方について

精度の目安

以下の点にご注意下さい
●GB全素材は防水ではありません。
●PA6GBの耐熱温度は 166℃です。それ以上の温度に
　なると材質の特性が大きく変わってしまいます。

高い ±0.30mm かつ 熱変形を伴うGB全素材

1 ファイル内の最大パーツ数

100 パーツ

PA12GB

3D プリンター内でモデルが立体的に配置される為、
最大 100 パーツとなります。
データが重なっていると造形不良の原因となる為、
キャンセルさせて頂く可能性があります。

GB素材は SLS 方式でレーザーによって材料の粉を溶着することで造形します。

PA6GB

1パーツ パーツが2個以上内包された場合はキャンセルさせて
いただきます。

ナイロン素材の歪みについて

ナイロン造形は冷却時に反り、歪みが生じる場合がございます。
特に板状のモデルで発生しやすい現象ですが、SLS方式の3Dプリンターでは発生しうる現象となりますのでご留意下さ
い。
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