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兵庫県洲本市
事業内容:作品作り・ロゴ、キャラクター、似顔絵作成
フライヤー、看板デザイン、その他商⽤イラスト作成

事業内容：
海を感じる×彫刻
〜名前、メッセージを添えて〜

パワーの強さなどの匙加減を使う材料によって細か
く調整して、よりお客様の手に渡った時に喜んでもら
えるものを作れるよう気を付けている。
レーザーとの距離は下に下敷きをひいたり台を置い
たりして鮮明に刻印できるよう工夫している。

オーダーメイドでお店のロゴなどを使い
コースター、キーホルダーもお作りしてい
ます。

MapiPono
(マピポノ)

 

主な製品の説明と製作者名

木製のスプーン、ミラー、や竹製のケース等に
セミオーダーで好きなデザイン、好きな字体、
好きな名前、文字等を入れてお作りします。

HP

他に製作しているもの

導入してよかった点

彫刻、カットの機能がとても良く、安全面も
しっかりしていました。
一番は機械音痴な私でも分かるような
丁寧で分かりやすいアフターサポートです。
機械の不具合があった際やレーザー管の交換
のやり方などサポートセンターの方のおかげ
で色々助けられました。そのおかげで2台目
のビーモBOXも購入しました。

製作者　久保山真優

ramstagIn

③
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主な製品の説明

木のスマホケースや名刺入れ
コルクのコースター
ホテルの木のルームキーや番号札

製作時に気を付けていること、工夫して
いること

ram

�⽥薫

YouTube Facebook TwitterstagIn
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事業内容：
アイデア商品
デジタルデータ販売

 

静岡県富⼠市
事業内容：
インテリアライト、
タペストリー、雑貨等

doiworks

１.HDカメラで位置合わせできること
 カットする材料の位置合わせが視える
 化することで容易に設置、はみ出たり
 する失敗もしない。プリンタで印刷した
 ステッカーのカットや高度な位置合わ
 せが簡単である。
２.オートフォーカス
 オプションでしたが、つけてて良かっ
 た。ノズルの高さ調整が簡単にでき
 る。
３.専用ソフトウェア b e am  S t u d i o
 DX Fにも対応しているので、CADソフ
 トで作成したデーターも簡単に取り入
 れられる。

作品：画用紙で作るポップアップメッセージ
作者：KAZUNOR I  DO I

作品名と製作者名

主な製品の説明
立体メッセージは立体物の段差を利用したメッセージで
左右から見て違うメッセージになっています。
母の日や父の日での飾り付けやプレゼントと
一緒に立体メッセージをご利用頂いています。

F LUX製品を選んだ理由、導入してよ
かった点

他に製作しているもの
シルエット（アクリルカット）
時計
ステッカー（シール）

HPramstagIn

Yasusiya

HPramstagIn

初めて使用するので、操作性の良いもの
を選びました。
コンパクトでありながら、本格的な加工
機で色々な素材を加工できる点です。

作品：インテリアライト　夏の大三角形
作者：原田　靖

作品名と製作者名

主な製品の説明
和紙にはレーザーカットで天の川をデザインしアクリルには
星座をレーザー彫刻して、ライトの点灯時はもとより
消灯時にもお部屋のインテリアになるように製作しました

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

他に製作しているもの

アクリル、木板でのミニチュアハウス、
ジオラマ、本革にレーザー彫刻したコインケース

②

④



作品：メモリアルプレート

作品名と主な製品の説明

東京都武蔵村⼭市
事業内容：ペットメモリアルグッズの制作・販売

東京都練⾺区
事業内容：
お笑い芸⼈、エンジニア、クリエイター

「大切なうちの子」写真からシンプルで
オシャレなメモリアルプレートをお作りします。

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

シェア工房でレーザー加工機を使っていましたが、往復
の時間、交通費を考え導入を決意しました。
とにかく手軽に使える所が良いです。
また、円筒にも彫刻が出来るのが決め手になりました。

うちの�メモリアル

HPramstagIn

��ソーマ

ram YouTube HP TwitterstagIn

他に製作しているもの

レーザー加工に使えるカッティングシートで文字を
切り出すのに使っています

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

コンパクトでデザイン性が他の物と比べて高かった。
無骨さが無く部屋に合うので個人で制作している人間に
とってはとても嬉しいと思う。
家電の感覚で部屋に置いてます。

他に製作しているもの

CAP  LANTERN  -カップランタン-
カップヌードルをランタンにした作品

作品：BLUE  S CA L E S
作者：長原ソーマ

作品名と製作者名

主な製品の説明
青海波(せいがいは)と言う和柄をモチーフにした和のパズル
です。BLUE  S CAR E Sとは青い鱗という意味で青海波模様
の見た目を表した名前です。

⑤
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神奈川県横浜市
事業内容：⽊⼯⼩物・⽊製表札・看板制作

作品：ラウンドフレームピアスシリーズ

作品名と主な製品の説明

沖縄県那覇市
事業内容：アクセサリー・雑貨販売

季節の草花や風景を小さな円形にギュッと詰め込んだ
ピアスです。
2022年7月では、26種類を展開しています。

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

コンパクトなサイズでそれほど場所を取らずに設置で
き、ソフトもわかりやすく使いやすいです。
また、アクリルの加工もできるので製作できる作品の幅
も広がりました。

Clover４u

他に製作しているもの

飾って楽しめるウッドフラワー
ブックマーカーなどの雑貨。

ram HP TwitterstagIn

もかいろ⼯�

HPramstagIn

F LUX製品を導入してよかった点

本体自体もコンパクトで置く場所に困らない。細かいところ
まで位置調整可能。出力も樹種によって調整やデザインの大
きさも変えられ、その全ての操作がとても簡単なので扱いや
すいです。

他に製作しているもの

上記3つのもののほか、オリジナルストラップや名
入れ記念品。

作品：看板、ピクトグラム、ロゴ入りトレー
作者：加藤直子

作品名と製作者名

主な製品の説明
看板-ご要望にお応えしてのオリジナル看板の制作
ピクトグラム-手描きのイラストをそのまま案内表示として刻印
トレー-お店のロゴを入れてのカフェ用トレー

⑥
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福岡県
事業内容：雑貨

愛知県
事業内容：
レーザー加⼯、⽊⼯細⼯、
家具製作、ハンドメイド製作

 L’asl
(ラソル)

HPramstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

作業エリアが広いため、大きめのカットや彫刻が可能な事ですね。
蓋が付いてて、排気をしっかり出来るので室内での作業にも使えると
思ったのが購入の決め手でした。

他に製作しているもの

本業の車屋で、お客様に納車の時にナンバーのキーホルダー
をサービスしたりホームパーティを行う時に日付と名前が入
ったコースターをサプライズで用意したりにも使っています

作品：M IN IMA SHADEWOOD
作者：ひのぱぱ

作品名と製作者名

主な製品の説明
趣味のキャンプで使うLEDランタンをオシャレに飾るア
イテムとして作成しました。
アクリル製で無機質な製品が多かった中、我が家がやる
ファミリーキャンプにも雰囲気が合うアイテムが作りたく
て自分用として制作したのが始まりです。
INSTAGRAMで写真を見た方からDMで売って欲しいとの
相談を受ける事が多くなり販売を始めました。

GK-works.

ramstagIn

作品：イベント、撮影用ナンバープレート

作品名と主な製品の説明

オフ会やミーティング、イベント撮影等でナンバープ
レートへ装着するもの。ワンオフ、オリジナリティー
を出しながら個人情報も守る商品。

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

加工可能素材の種類の多さ、専用ソフト、使い勝手の
良さ、ハイパワーモデルでも低価格だった事。

他に製作しているもの

キーホルダーや、看板、ネームプレート等。
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栃⽊県栃⽊市
事業内容：防犯・防災グッズ、雑貨

株式��ハマ��

HPramstagIn

作品：防犯資機材ミニチュアシリーズ

 弊社は、防犯・防災グッズ販売店です。
 サスマタや防護盾等の防犯資機材をもっと身近に感
じてもらいたい、
 何かが起こる前の「備え」として、もっと多くの人に
知ってもらいたい思いで製作いたしました。

F LUX製品を導入してよかった点

警棒やボールペン等への名入れサービス、アクリル
カットなど幅広いニーズにお応えできている点です。

他に製作しているもの

・防犯啓発用品（防犯のしるしシリーズ）
・ゆるタグシリーズ、
・マスク型花粉症ですバッジ　等

作品名と主な製品の説明

事業内容：アクセサリーの製作と販売

Rose&Mimi
(ローズアンドミミ)

ram HP TwitterstagIn

 アクリル板にインクアートで着彩し、Be amoで彫刻や
カットを施してパーツを製作し耳飾りやヘアゴムなどの
アクセサリーに仕立てています。
アクリルならではの透明度の高さと硬質な輝き、インク
アートの偶発的な色彩が特徴ですべて一点ものです。

F LUX製品を導入してよかった点

これまでプラ板とUVレジンでパーツ製作していました
が、歪みや経年劣化が悩みでした。それに比べてアクリ
ル板は耐久性が高く、ガラスを凌ぐ透光性を持っている
ので理想的な素材といえるのですが、自宅で加工するこ
とが難しく断念していました。
しかし、家庭用のレーザー加工機be amoの存在を知り、
これがあれば自宅でも簡単に加工できるので今回導入す
ることを決めました。
業務用のレーザー加工機よりもかなりコンパクトでリー
ズナブルですし、無料でダウンロードできる専用のソフ
トも使いやすいので初心者でもすぐに使えることがメリ
ットです。

他に製作しているもの

アクセサリーをディスプレイする時に使うプレートも
製作し、作品の撮影時に使用しています。

主な製品の説明

⑩
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事業内容：ハンドメイド雑貨

LoozeR
るーざーカッティングスタジオ

ramstagIn

⽯川県⾦沢市
事業内容：コワーキングスペース

[dot.]room 
(ドットルーム)

Twitter

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
透明なアクリルをカットできるCO2レーザーに興味があって
こちらのレーザー加工機が気になっていました。
透明な素材にも加工出来るところ、ボックス型で排気ダクト
へ排気できるところ、レーザーパワーのあるところ、カメラ
合わせが出来るところなど

他に製作しているもの
アクリルを加工したキーホルダーなど、SNSアップ予定

作品：アルコール消毒ポンプ台
作者：るーざー

作品名と製作者名

主な製品の説明
アルコール消毒ポンプをスチールラックに設置するために作成

HPramstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
見た目は素敵な佇まいで、Be am  S t u d i oは感覚的に使い易く、簡単なデ
ザインもソフト内で出来ます。
また調整した設定を保存し共有できるのも助かります。

他に製作しているもの
DOT . ROOMメニュー表、利用者プレート、カッティングシート
ラベル、ゴム印等

作品：オリジナルコースター、オリジナルボード
作者：DOT . ROOMスタッフ、お客様

作品名と製作者名

主な製品の説明
[オリジナルコースター]
　DOT . ROOMでは、ラボルームにてオリジナルコースター制作が350円
から出来ます。珪藻土コースターのサンプルを用意しているのでワークル
ームで冷たいドリンクを飲む際にご利用いただけます。
[オリジナルボード]
　DOT . ROOM店内にはアクリルボードを使用したメニュー表を掲示してお
ります。またラボルームご利用者の挙式用ウェルカムボードも素敵に仕上
がりとてもご満足いただけました。
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事業内容: 
絵本屋・グッズ ram

LANG.

HP ストア

stagIn

Type & Style
事業内容: 
フォントデザイン・グッズ

bookstore

主に海外絵本を扱っているLANG . BOOK STOREとアルフ
ァベットデザインが得意なTYPE  &  S TY L Eとで本や
文字にまつわるグッズを共同製作しています。
最近制作しているのはTYPE  &  S TY L Eのオリジナル
フォントを利用した革製の可愛いしおりです。
LANG .で販売するものは絵本がメインですから、しおり
では童話をモチーフに色々な柄で作っています。

F LUX製品を選んだ理由

ちょっとしたグッズを作ってみようと思った時レーザーカ
ッターは便利ですね。
グッズの製作はTYPE  &  S TY L Eで行なっているのです
がレーザーカッターが個人の自宅兼事務所でも簡単につ
かえる点です。また自宅兼事務所で制作している関係

他に製作しているもの

主な製品の説明

ストア

上、カバーや排気等が付いている安全面や重量が20k g
代でコンパクトなサイズも重要でした。

Typ e  &  S t y l eでb e amo用のオリジナルフォントを
制作しています。普通のフォントは紙に印刷するよう
にできていますが、レーザーカットする場合欧文フォ
ントなんかはセリフがしっかりしている方がいい場合
も多いのでbe amo用に作っています。

愛知県春⽇井市
事業内容：
レーザー加⼯、Tシャツプリント、
制服製作販売

�同��ホロンライフ

まほら⼯�
 

HP

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
　選んだ理由としては、手頃な大きさ、価格というのもありますが、
使いやすさが一番でした。
　実際内蔵カメラでの位置調整のおかげで材料も無駄にすることなく
使用ができてコストも安く抑える事ができています。
　またi l l u s t r a t o r（イラストレーター）からドラック＆ドロップで
Be am  S t u d i oにデータ転送できるのは非常に便利です。

今後の展望

物作りや学びができて、日常の困ったことを解決できる街の中心
にあるコミュニティを作ることです。
そのためのアイテムのひとつがこのレーザー加工機です。

⑭
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オリジナルのキーホルダーに家族等の名前を入れる
ことで、安全運転を心がけることができるアイテムです。
原則非売品で、バイクパーツ購入の方に無料で作成してい
ます。
詳しくは製品詳細QRへ。

製作時に気を付けていること、工夫していること

集塵機は必要です。やはり焦げ臭かったりの匂いの問題
があるためです。

主な製品の説明

福岡県⾏橋市
事業内容：オートバイ部品輸⼊販売

ララ・クリエイト

ram HP 製品詳細stagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

コンパクトなサイズなので、万が一故障して自分で直せな
くなっても本体をメーカーまで配送できるのが魅力です。

京都府京都市
事業内容：
・レーザー彫刻
・オリジナルTシャツプリント
・⼤判ポスター、フライヤー、チラシ印刷
・パネル印刷加⼯
・カッティングシート
・ラミネート、パウチ加⼯
・のぼり、屋外看板、バナー等
・名刺、カード印刷
・ハガキ、封筒印刷

FAB-T Create

ram 総合サイトstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
コスパが良く、コンパクトで使いやすく、見た目
やデザインがお洒落で気に入っています。

他に製作しているもの

レターバナーやストラップ、MOKUスタなど

作品：木製コースター（ヨーロッパ模様モチーフ）
作者：田中聡子（副代表）

作品名と製作者名

主な製品の説明
ヨーロッパ模様をモチーフとした直径11の大きめ木製
コースターです。
ウォールデコやオーナメント、キャンドルトレーなど
お洒落なインテリアを幅広くご使用頂けて、皆様に
喜んで頂ける商品を製作しました。

⑰
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福井県越前市
事業内容：プロダクトデザイン

株式��la・kura
（ラ・クラ）

ram HP FacebookstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
B e amb o x  P r oの加工サイズの大きさ、Be am  S t u d i oの
直感的な使いやすさで助かっています。

他に製作しているもの
オリジナルミニカーの車体やアクリルパズル、
スマホスタンドなど

作品：i e b o  S PH I  (家墓スフィ)  ＆アクリル装飾台
作者：i e b o  S PH I；増谷石材工業株式会社
　  　アクリル装飾台；株式会社l a・ku r a

作品名と製作者名

主な製品の説明
新しいお墓のスタイルでリビングでの「手元供養」として
弊社がデザイン担当したi e b o  S PH I  (家墓スフィ)  です。
Be amb o x  P r oでアクリルをカットし、SPH Iを彩る装飾台
を製作しました。

事業内容：ハンドメイド

Ömame!
（おまめ）

ram HP TwitterstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
デザインのシンプルさ・操作性の良さ・パワー数が魅力で
購入いたしました。加工施設に足を運ばずとも自宅で手軽に
製作できるのはとても助かります。
お客様の個別のオーダーメイドにも即座に対応できるので
ブランドとしても大きな強みになりました。

他に製作しているもの
普段の試作はもちろん、委託販売の時に使用するブランド
POPや値札など特別感を演出するアイテムづくりに活用し
ています。

作品：カクカクどうぶつシリーズ
作者：くに

作品名と製作者名

主な製品の説明
みつけたときに「 Ö！オー」と、こんなお顔になったら
いいなという気持ちを込めて製作をしています。
製品は木材（ひのき）を使用したパーツの揺れる
カチャカチャキーホルダーをメインに製作しています。

Ö
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事業内容：ハンドメイド

うさモノ

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
B 4より広いエリア、40Wと高出力ながらコンパクト。
仕事場でカットしながら効率良く組み立てできる。
修正も確認しながら出来る。
特にオーダーメイドのようなワンオフ品の制作には
非常に助かります。
カメラ付きなので位置合わせが簡単。不定形な端材に
レイアウトしてカットできる。
他に製作しているもの
天然木とアクリルを象嵌したアクセサリー。
うさぎの耳が時針になっているアクリル、MDF製の時計等。

主な製品の説明
うさぎや小動物のシルエットモチーフのアイテムをハンドメイド
にて制作しています。主にはアクリルアクセサリー（ピアス）と
オーダーメイドの時計です。
オンラインショップメインですが、
現在は都内近郊にてPOP  U P  S TOREも展開しています。

事業内容：
モダンカリグラファー、レッスン、グッズ、デザイン

Kati  -style
Moderncalligraphy &Design 

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

コンパクトでスタイリッシュなデザイン、使いやすさなど
から選びました。カメラ機能もとても使いやすいです。
レーザー初心者なのですが、問い合わせにはいつも丁寧に
対応していただけ助かっています。

他に製作しているもの
シーリングスタンプやエンボススタンプのデザインをし、
オリジナルのスタンプを製作しています。

HPramstagIn

HPramstagIn
作品：ケーキトッパー、席札、キーチェーン、
　　　ウェルカムプレート

作品名と主な製品の説明

アート性の高いモダンカリグラフィーの書体を使い、
「文字を形にする」作品作りをしています。
ウエディングや誕生日のケーキを彩るケーキトッパー、
書いた文字を切り抜き様々な商品を製作しています。
席札では、アクリル等の素材をカットしたものに手書き
で筆耕しています。

㉑
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事業内容：ソーシャルデザイン

�胡�

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
小型レーザー加工機の導入により定規のサンプル制作、修正
制作がスピードアップし特許庁にて意匠登録やクラウドファ
ンディング出品となり製品販売となりました。
be amoはコンパクトで黒いボディが部屋に置きやすくMAC対
応というところが決め手になりました。
個人の発明品のサンプル現物化にかなり役に立ちました。

作品：タナベ式内寸定規
作者：タナベ式

作品名と製作者名

主な製品の説明

HPramstagIn

事業内容：発明家、グッズ

TANABiDEA:タナベ式

ram ブログ Makuake TwitterstagIn

靴のサイズ選びの手助けになるように
シューズの内寸実寸を測る定規です。
内寸実寸計測＆表記により靴のNET販売の可能性も広がります。

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

グラスの曲面にも刻印ができることがお客様に好評で、
とても重宝しています。

作品：KEEPグラス
作者：阿部

作品名と製作者名

主な製品の説明

事務所へ来てくださった、お客様専用のグラスです。

他に製作しているもの

K E E Pコースター

←KEEPグラス

↓KEE Pコースター彫刻

↑ロータリー彫刻

㉒
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事業内容：ハンドメイド

キーチ

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
購入前の相談などがとても親切で、製品ワークフローやイメージを
明確にできました。
またツールがシンプルながらとても使いやすいところです。

主な製品の説明

事業内容：個⼈制作(イラストはパートナー制作)

mic

パートナーが友人にプレゼントとしてイラストを制作し、
カット周りの調整などを私が行いました。

Twitter

他に製作しているもの

家族の運営している店舗(サーキット)のロゴを使ったキーホルダー
などの制作を予定。

←キーホルダー

←彫刻風景

作業場→

Twitter

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点
とにかくアクリルがサクサク切れることですね｡今までは工作
スペース等に出向いてカットをお願いしていたのですが自宅で
いつでも､手軽にカットができる事で模型やハンドメイドへの
アクリルパーツの使用が容易になって大変助かっています。

他に製作しているもの
アクセサリー､キーホルダーからオリジナルロボットフィギュア
の透明パーツや台座など大きめの物にも使用させていただい
ています。

作品：アクリルポップゲームキーホルダー

作品名と主な製品の説明

カラフルなアクリル板を選んでカットし､レトロポップなゲーム
モチーフのキーホルダーを製作しました｡アクリルの透明感を
損なわず工作できるので､それぞれの色の組み合わせを楽しみ
ながら制作でき､ハンドメイド販売イベントにて販売し多くの方
に手に取っていただくことができました!

㉕
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事業内容：雑貨、カッティングシート

s.s.key craft
(エスエスキークラフト)

ramstagIn

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

安価な彫刻のみのレーザー加工機は世に多いのですが、家庭用
ながらもしっかり切断までできるところ等で選びました。
また、どこに置いても馴染みやすいデザインで使い方も
シンプルでわかりやすいです。

他に製作しているもの

カッティングステッカー、Tシャツプリント等

作品：MDFを使ったキーホルダー

作品名と主な製品の説明

キーホルダーとしてはアクリル板等が多いと思うのですが、
今回は雰囲気がある飲食店からのご注文だったので、
お店のイメージを崩さないようにと思いMDFを使わせて
いただきました。

㉖

事業内容：シェアオフィス運営

co-ba KESENNUMA
(株式���)

F LUX製品を選んだ理由、導入してよかった点

カメラで確認できるところ
パワーやスピード操作が簡単であること

今後の展望

レーザーカッターがあることで、会員獲得につながっていくと
うれしい。

気仙沼初のシェアオフィスでレーザーカッターが使えるとこと
はなく、ものづくりできる会員さんが増えることで既存に会員
さんとシナジーが生まれると期待

木工、看板など。自社で製品を作るというよりも、
オフィスとしての価値を上げるためレーザーカッター
を導入しています

作品名と主な製品の説明

FacebookramstagIn
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