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3D Printer

P O I N T

金属加工ベンチャーが開始した3D造形サービスに
Markforgedを採用
金属では複雑困難な形状も3Dプリンタで対応可能にし
短納期かつ低価格で高精度な造形を実現

「“ワクワクする”モノづくりを誰にでも」をミッショ
ンとして2018年1月に大阪で設立。金属加工品の
企画・設計・製造・販売を請け負うWebからのオ
ンデマンド製造サービス「METAL WORKS」を中心
に、3Dプリンタを活用した実用強度の3Dオンデマ
ンド造形サービス「3Dan」、ドローンによるインス
タント空撮サービス「NORION-air」などを提供。

株式会社NORION
https://norio-n.com/

　株式会社NORION（以下、NORION）は、自社で
工場や製造ラインを持たないファブレスの製造業
だ。技術力の高い国内外の製造企業6社（2019年
10月現在）と提携し、お客様の要望に合せて工場
を使い分け、フレキシブルかつ低コストに製造を可
能にする手法を開発した。それが、Google検索で
「オーダーメード」「金属加工」のキーワードで1位と
なり業界で話題となった、WEBから頼める金属加
工オンデマンド製造サービス「METAL WORKS」
だ。“ワンオフ”（1品限りの限定製作）の部品を作り
たい、木工・プラスチック製品を金属製品に置き換
えたい、自社製品の工場として利用したいなどの
ニーズに、設計（手書き図面の3Dモデル化）から製
作（レーザーカット、旋盤、溶接、曲げなど）、表面処
理（塗装、メッキなど）まで全て対応している。
　また、金属加工では実現が難しいお客様のニー
ズにも応えるため、新たに3Dプリンタを活用した
実用強度の3Dオンデマンド造形サービス「3Dan」
（サンダン）を2019年4月に開始。その心臓部と
なる3Dプリンタに、ファソテックが提供する
Markforged社の卓上型カーボンファイバー（炭素
繊維）3Dプリンタ「MARK TWO」を採用した。
「DIYブームやシェアファクトリーなどの登場で個
人やスタートアップでもモノづくりが可能になり活

発になっていますが、金属加工は工具や材料の準
備、加工の難しさなどから今でも敷居が高い傾向
にあります。METAL WORKSでは全ての人に金
属ならではのものづくりを楽しんでもらいたいとい
う思いでサービスを開始しました」と語るのは、
NORION 代表取締役 沼田 典央氏だ。
　これまでも金属加工を単品で請け負う企業は
あったが、プロがプロに依頼するような専門的な仕
組みのため、未経験者が気軽に頼めるようなサービ
スは少なかったと沼田氏はいう。そこで、カジュアル
なWebサイトを作り、プレスリリースを出したとこ
ろ、テクノロジー情報サイトが記事を掲載したり、
DIY製品の販売会社のWebサイトでコラムに取り
上げてくれたりするなど、一気に知名度が上がった
という。
「METAL WORKSホームページには1日に数百人
が閲覧し、問い合わせも1日に10数件ほどいただ
けるようになりましたが、同時に対応が難しい依頼
も増えていったことが大きな悩みとなりました」と
沼田氏は打ち明ける。金属加工の限界を超える要
求もあり、その多くが1点もののため、対応に苦慮
したという。「お客様のご要望をできる限り適えたい
と思いますが、金属加工は図面化や材料選定、工作
機械のプログラミング、治具・金型など多くの工程
があり、少量生産では費用的、納期的にご要望を満
たすことができないことから、中にはお断りした
ケースもあったのです」（沼田氏）

知名度向上で依頼が増えた結果
金属加工が難しい要求にも直面

金属と同等の強度を持ち複雑な造形も可能な実用に耐える樹脂造形を実現
稼働後も手厚いサポートが受けられるファソテックをサプライヤーに選択
金属加工では複雑困難な形状も製造可能となり営業機会の逸失を大幅に抑制
金属と樹脂との最適な造形対応でビジネスの拡大や事業領域の多角化を実現

　そんな板挟み状態の中、解決のヒントをくれた
のが、米国に在住するNORIONのベテラン技術
顧問だった。米国ではカーボンファイバー材を活
用できる世界初の3DプリンタがMarkforgedか
ら販売され、金属加工の代替として活用されて
いるという情報だ。
「調べてみると、連続カーボンファイバーやケブ
ラー（強度・弾性・耐熱性に優れたアラミド繊維）
をはじめとしたさまざまな長繊維を心材に活用
することができ、造形物の強度・弾性・重量・コ
ストを柔軟に変化させることが可能だと知りまし
た。3Dプリンタは形状見本や模型・フィギュアを
作るようなツールだという今までの認識がガラリ
と変わりました」と沼田氏。金属と同等、あるいは
それ以上の強度を持ち、軽量化も実現し、複雑
な形状も高精度にプリント可能な、実用に耐え得
る樹脂造形に将来性を感じたという。
　そこで、Markforgedのラインナップの中で
卓上型の最上位機種となる「MARK TWO」に
絞り、2018年11月頃に日本国内の取り扱い会
社に対して見積もりやサポート対応のRFI（情報
提供依頼）を送付。返事があった数社の中から
ファソテックを選定した。その理由について、沼
田氏は「営業担当者の対応が優れていたほか、
技術に深い見識とものづくりに対するプライドを
持っていることが決め手となりました。3Dプリン
タを取り入れることに多少不安があったため、重
要視したのは導入後のアフターケアです。稼働
後のさまざまな疑問やトラブルに対して手厚い
サポートが受けられるかを慎重に見極めた結果、
ファソテックなら信頼できると感じたのです」と
述べる。
　MARK TWOは翌12月に導入され、3Dan
のサービスが正式にスタートした。設置を完了
して間もなく、お客様からの依頼が相次ぎ、早く
も製造が開始。記念すべき最初の受注は、生産
終了した車のパーツの復刻だったという。一方、
METAL WORKSには冷却ホースをつなぐU
字型継ぎ手の製作依頼が入ったが、金属加工で
はコスト的に難しいためMARK TWOで製造す
ることを提案。結果は大成功となった。「お客様
からは取り付け後の写真とともにお喜びのメー
ルをいただくなど、大きな励みとなりました」

（沼田氏）
　新たな発見もあった。強度がさほど求められな
い加工品について、高価な長繊維ファイバーを
使わず、MARK TWOの核となる部材Onyx（ナ
イロンに微小なカーボンを加えて強化したフィラ
メント）のみで試作したところ、最終製品としても
遜色のない品質に仕上がり、コストも数分の1に
抑制できたことから、リピートオーダーも受注で
きたという。
　しかし、中には失敗例もある。製造中止となっ
た競技用自転車のサドルを取り付けるシートポス
トの金具を、ケブラーを心材に製作したところ、
ナットを締め付ける圧力に耐えきれず損壊。幾度
かチャレンジしたが、結局はアルミで再加工して
無事お客様にはご満足いただけた。そうしたトラ
イ・アンド・エラーは貴重な経験だという。

　導入から1年経過した現在、まだ3Dプリンタ
指名での製作依頼は少なく、METAL WORKS
に駆け込んだお客様を、3Danに誘導して3Dプ
リンタでの製作を推奨するパターンは多い。し
かし、金属加工では複雑困難な形状も製造を可
能にし、短納期かつ低価格で提供することがで
きるようになったことで、これまでコストや設計
上の問題でお断りしてきた営業機会の逸失を大

幅に抑制できるようになったと沼田氏は評価す
る。「当社はファブレスなので協力工場に頼るし
かありませんでしたが、MARK TWOの導入に
よって自社で生産ラインを持つことができ、多
少のチャレンジや融通も可能になりました。
METAL WORKSと3Danとの併用による、金
属と樹脂との最適な加工ニーズへの対応が、新
たな選択肢を提供することにつながります。ビジ
ネスの拡大や事業領域の多角化という長期的な
戦略の一環として、MARK TWOを大変重要視
しています」
　現在は、MARK TWOが24時間フル稼働状
態で、なんとかこなせる状況だが、今後3Danが
軌道に乗り、依頼が増えていけば、2台目、3台
目のMARK TWO導入の可能性もあるという。
最終部品や機能試作にも3Dプリンタを活用して
もらえるようになることがポイントだ。
「ファソテックはもの作りの知見やPLM（製品ラ
イフサイクル管理）における技術力があるので、
実践的な相談もしやすく、製品の導入や運用が
定着するまでの技術サポート、エンジニアリング
支援も真摯に対応してくれるので安心でした。今
後も最新のものづくり情報の提供を期待してい
ます」と沼田氏は語る。
　Markforgedとファソテックとの出会いによっ
てビジネスの可能性を無限に広げつつある
NORION。若きアントレプレナーの挑戦はこれか
らが本番だ。

株式会社NORION 様

株式会社NORION
代表取締役
沼田 典央 氏
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ファソテックはUS Markforged
社と販 売 代 理 店（Authorized 
Reseller）契約を締結していま
す。正規トレーニング受講の認
定エンジニアがサポートを致しま
すので安心してお任せ下さい。

　株式会社NORION（以下、NORION）は、自社で
工場や製造ラインを持たないファブレスの製造業
だ。技術力の高い国内外の製造企業6社（2019年
10月現在）と提携し、お客様の要望に合せて工場
を使い分け、フレキシブルかつ低コストに製造を可
能にする手法を開発した。それが、Google検索で
「オーダーメード」「金属加工」のキーワードで1位と
なり業界で話題となった、WEBから頼める金属加
工オンデマンド製造サービス「METAL WORKS」
だ。“ワンオフ”（1品限りの限定製作）の部品を作り
たい、木工・プラスチック製品を金属製品に置き換
えたい、自社製品の工場として利用したいなどの
ニーズに、設計（手書き図面の3Dモデル化）から製
作（レーザーカット、旋盤、溶接、曲げなど）、表面処
理（塗装、メッキなど）まで全て対応している。
　また、金属加工では実現が難しいお客様のニー
ズにも応えるため、新たに3Dプリンタを活用した
実用強度の3Dオンデマンド造形サービス「3Dan」
（サンダン）を2019年4月に開始。その心臓部と
なる3Dプリンタに、ファソテックが提供する
Markforged社の卓上型カーボンファイバー（炭素
繊維）3Dプリンタ「MARK TWO」を採用した。
「DIYブームやシェアファクトリーなどの登場で個
人やスタートアップでもモノづくりが可能になり活

発になっていますが、金属加工は工具や材料の準
備、加工の難しさなどから今でも敷居が高い傾向
にあります。METAL WORKSでは全ての人に金
属ならではのものづくりを楽しんでもらいたいとい
う思いでサービスを開始しました」と語るのは、
NORION 代表取締役 沼田 典央氏だ。
　これまでも金属加工を単品で請け負う企業は
あったが、プロがプロに依頼するような専門的な仕
組みのため、未経験者が気軽に頼めるようなサービ
スは少なかったと沼田氏はいう。そこで、カジュアル
なWebサイトを作り、プレスリリースを出したとこ
ろ、テクノロジー情報サイトが記事を掲載したり、
DIY製品の販売会社のWebサイトでコラムに取り
上げてくれたりするなど、一気に知名度が上がった
という。
「METAL WORKSホームページには1日に数百人
が閲覧し、問い合わせも1日に10数件ほどいただ
けるようになりましたが、同時に対応が難しい依頼
も増えていったことが大きな悩みとなりました」と
沼田氏は打ち明ける。金属加工の限界を超える要
求もあり、その多くが1点もののため、対応に苦慮
したという。「お客様のご要望をできる限り適えたい
と思いますが、金属加工は図面化や材料選定、工作
機械のプログラミング、治具・金型など多くの工程
があり、少量生産では費用的、納期的にご要望を満
たすことができないことから、中にはお断りした
ケースもあったのです」（沼田氏）

　そんな板挟み状態の中、解決のヒントをくれた
のが、米国に在住するNORIONのベテラン技術
顧問だった。米国ではカーボンファイバー材を活
用できる世界初の3DプリンタがMarkforgedか
ら販売され、金属加工の代替として活用されて
いるという情報だ。
「調べてみると、連続カーボンファイバーやケブ
ラー（強度・弾性・耐熱性に優れたアラミド繊維）
をはじめとしたさまざまな長繊維を心材に活用
することができ、造形物の強度・弾性・重量・コ
ストを柔軟に変化させることが可能だと知りまし
た。3Dプリンタは形状見本や模型・フィギュアを
作るようなツールだという今までの認識がガラリ
と変わりました」と沼田氏。金属と同等、あるいは
それ以上の強度を持ち、軽量化も実現し、複雑
な形状も高精度にプリント可能な、実用に耐え得
る樹脂造形に将来性を感じたという。
　そこで、Markforgedのラインナップの中で
卓上型の最上位機種となる「MARK TWO」に
絞り、2018年11月頃に日本国内の取り扱い会
社に対して見積もりやサポート対応のRFI（情報
提供依頼）を送付。返事があった数社の中から
ファソテックを選定した。その理由について、沼
田氏は「営業担当者の対応が優れていたほか、
技術に深い見識とものづくりに対するプライドを
持っていることが決め手となりました。3Dプリン
タを取り入れることに多少不安があったため、重
要視したのは導入後のアフターケアです。稼働
後のさまざまな疑問やトラブルに対して手厚い
サポートが受けられるかを慎重に見極めた結果、
ファソテックなら信頼できると感じたのです」と
述べる。
　MARK TWOは翌12月に導入され、3Dan
のサービスが正式にスタートした。設置を完了
して間もなく、お客様からの依頼が相次ぎ、早く
も製造が開始。記念すべき最初の受注は、生産
終了した車のパーツの復刻だったという。一方、
METAL WORKSには冷却ホースをつなぐU
字型継ぎ手の製作依頼が入ったが、金属加工で
はコスト的に難しいためMARK TWOで製造す
ることを提案。結果は大成功となった。「お客様
からは取り付け後の写真とともにお喜びのメー
ルをいただくなど、大きな励みとなりました」

（沼田氏）
　新たな発見もあった。強度がさほど求められな
い加工品について、高価な長繊維ファイバーを
使わず、MARK TWOの核となる部材Onyx（ナ
イロンに微小なカーボンを加えて強化したフィラ
メント）のみで試作したところ、最終製品としても
遜色のない品質に仕上がり、コストも数分の1に
抑制できたことから、リピートオーダーも受注で
きたという。
　しかし、中には失敗例もある。製造中止となっ
た競技用自転車のサドルを取り付けるシートポス
トの金具を、ケブラーを心材に製作したところ、
ナットを締め付ける圧力に耐えきれず損壊。幾度
かチャレンジしたが、結局はアルミで再加工して
無事お客様にはご満足いただけた。そうしたトラ
イ・アンド・エラーは貴重な経験だという。

　導入から1年経過した現在、まだ3Dプリンタ
指名での製作依頼は少なく、METAL WORKS
に駆け込んだお客様を、3Danに誘導して3Dプ
リンタでの製作を推奨するパターンは多い。し
かし、金属加工では複雑困難な形状も製造を可
能にし、短納期かつ低価格で提供することがで
きるようになったことで、これまでコストや設計
上の問題でお断りしてきた営業機会の逸失を大

幅に抑制できるようになったと沼田氏は評価す
る。「当社はファブレスなので協力工場に頼るし
かありませんでしたが、MARK TWOの導入に
よって自社で生産ラインを持つことができ、多
少のチャレンジや融通も可能になりました。
METAL WORKSと3Danとの併用による、金
属と樹脂との最適な加工ニーズへの対応が、新
たな選択肢を提供することにつながります。ビジ
ネスの拡大や事業領域の多角化という長期的な
戦略の一環として、MARK TWOを大変重要視
しています」
　現在は、MARK TWOが24時間フル稼働状
態で、なんとかこなせる状況だが、今後3Danが
軌道に乗り、依頼が増えていけば、2台目、3台
目のMARK TWO導入の可能性もあるという。
最終部品や機能試作にも3Dプリンタを活用して
もらえるようになることがポイントだ。
「ファソテックはもの作りの知見やPLM（製品ラ
イフサイクル管理）における技術力があるので、
実践的な相談もしやすく、製品の導入や運用が
定着するまでの技術サポート、エンジニアリング
支援も真摯に対応してくれるので安心でした。今
後も最新のものづくり情報の提供を期待してい
ます」と沼田氏は語る。
　Markforgedとファソテックとの出会いによっ
てビジネスの可能性を無限に広げつつある
NORION。若きアントレプレナーの挑戦はこれか
らが本番だ。

重視したのは導入後のアフターケア
見極めの結果ファソテックを選定

株式会社NORION 様

MARK TWO導入で
自社生産ラインを保有
お客様ニーズへの多少の融通も実現

3Dオンデマンド造形サービス「3Dan」では、MARK TWOによる短繊維カーボンを練り込んだOnyx素材と、
カーボンファイバーなどの長繊維を組み合わせ、「アルミ」とほぼ変わらない強度の部品を提供

要高解像度
データ


