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(株)ＷＡＶＥＳ 代表取締役 近藤 弘潤さん <221号室> 

S-Cubeに新しく入居された方を
ご紹介します♪

【事業内容】・半導体向け薄膜金属材料の製品開発：大手メーカーがやりたくないニッチ
な材料開発に注力

・半導体向け薄膜金属材料の輸出入：海外からの材料輸入や海外への輸出
・海外市場開拓支援：海外開拓を現地と連携し支援

【Ｐ Ｒ】半導体市場での知見やネットワークを活かし、ニッチな材料開発に取り組ん
でいます。
また、新規材料の顧客開拓にノウハウがありますので、入居企業の方で、開
発品の営業展開にお困りでしたら、ぜひお声がけください！

本年もどうぞよろしく
お願い申しあげます。

皆様、あけましておめでとうございます。
昨年、S-Cubeでは、起業サポートを実施するとともに、これからの

時代を担う若い方への支援にも注力して参りました。
皆様の事業の更なる発展と飛躍の年となりますよう、本年も引き続

き、取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
年頭にあたり、皆様のご健康とご活躍を心より祈念申し上げます。

㈱さかい新事業創造センター
代表取締役 利國 信行

はじめまして！！

(株)三上 代表取締役 上林昌三さん <222号室> 

【事業内容】堺区で2007年1月（株）三上を設立。ブルーグリーンアルジー、
植物ミネラルなどのオーガニック原材料を使った健康食品開発・
販売開始。
2010年以降、ナチュラルコスモブランドて、コスメも開発・販売
している。

【Ｐ Ｒ】家族の健康のために見つけたブルーグリーンアルジーと植物ミネラル。
これらは1億年前以上の太古(アンシェント)から存在する成分。
この2つを食べたり化粧品に使うことが、上林昌三にとって理想の組み
合わせである。



(株)プレーンエッジ <３０２号室>

代表取締役 平端和博さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？

私自身がゲーム開発に長く携わっていたことから、将来的に自社でのゲームのリリースをめざして起業し

ました。

現在は起業して間もないこともあり、ゲームのグラフィック面を中心に受託開発を行っています。

ゲーム開発は枯れたビジネスです。世界を救うような画期的なバイオ事業でもなければ、優れたアイデア

のビジネスモデルでもありません。それでも私はこのゲーム開発事業に誇りを持っています。

人は衣食住だけでは生きていくことはできません。心の栄養になるエンターテインメントが必要です。

見た人が幸せになるような、子供達が笑顔になるようなゲームを、今後も作り続けていきたいと考えてい

ます。

Q．事業内容は？
ゲームのグラフィック面を中心に受託開発を行っています。

通常の映像と異なり、リアルタイムが基本になるので、ゲ

ームへの実装を主眼に置いた開発を行っています。

3DCGが中心ですが、それだけではなくユーザーインター

フェースやエフェクト、ドット絵など、ゲームのグラフィ

ック制作において、経験の豊富なメンバーが揃っているこ

とが弊社の強みです。

Q．S-Cubeに入居していかがですか？ また、今後の展望をお聞かせください。
S-Cubeの最大のメリットは「誰に聞けば良いのか分からない」がなくなることです。何度も起業してい
る人ならともかく、ほとんど人は起業を経験するのは一度だけだと思います。そのため分からないことが
山のように出てきます。

S-Cubeでは専任のマネージャーが付くので「分からないことがあればとりあえずマネージャーに聞く」
ことができます。起業して右も左も分からない状況で、相談できる人が身近に居るのは大きなメリットで
す。

創 業：2018年
資 本 金：100万円
従業員数： ４名

会員様及び入居企業様の技術・製品・サービス等に関するPR情報を募集しています。記事原稿、写真などを
EメールにてS-Cubeまでお送りください。皆様のPR情報をお待ちしております。

e-mail jigyou@s-cube.biz （担当：山埜）

※ゲーム及び映像用のコンピュータグラフィックスの作成

参考画像

https://plane-edge.com/



なかもずで中小企業大学校の人気研修が受講できます！
今回は、
職場で起こる様々な問題に柔軟に対応していくためには、問題の原因や課題をわかりやすく整理し、広い視点から
効果的な解決策を生み出すための思考法を身につけておくことが重要になります。
この研修では、管理者に求められる論理的思考（ロジカルシンキング）の基礎固めから、ビジネスにおける様々な
応用について事例を交えて学ぶとともに、自社課題解決への取り組み方を学びます。

【日 時】令和２年１月２０日(月)９：１５～１６：３０
令和２年１月２１日(火)９：３０～１６：３０

【会 場】さかい新事業創造センター １階 多目的会議室
堺市北区長曽根町130-42
(http://www.s-cube.biz/s-cube/access.html)
※ご来場の際は、電車、バス等をご利用ください。

【参 加 費】２２,０００円（税込）
【定 員】２０名（先着申込順）
【講 師】株式会社キャラウィット 代表取締役 上岡 実弥子氏
【申込方法】中小企業大学校関西校 研修担当

⇒ＦＡＸ ０７９０-２２-５９４２
【詳 細】中小企業大学校研修ページ
⇒https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/training/sme/2019/favgos0000002k5f.html
【主 催】中小企業大学校関西校
【後 援】株式会社さかい新事業創造センター、堺市産業振興センター、堺商工会議所
【問合せ先】中小企業大学校関西校

TEL: 0790-22-5931 FAX: 0790-22-5942
URL：https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/
E-mail: kenshu-kansaiko@smrj.go.jp

•【プログラム】
•１日め １月２０日(月)
• ９：１５～ ９：３０ オリエンテーション
• ９：３０～１２：３０ 論理的思考の強化策
•１３：３０～１６：３０ ケース事例における問題解決（演習）

•２日め １月２１日(火)
• ９：３０～１２：３０ ケース事例における問題解決（演習）
•１３：３０～１６：３０ 自社課題への取り組み（演習）

制作：
GREATSIGN

S-Cubeのホームページをリニューアルしました！S-Cubeだより特別号の発行!

「ロジカルシンキングで高める仕事力～効果的な解決策を導き出すために～」
開催のご案内

■(株)みやびコスメティックス 代表取締役 谷口 雅幸氏

堺市北区百舌鳥梅町で事業継続

https://www.miyabicosme.co.jp/

■(一社)こもれび 代表理事 藤井 信江氏

堺市西区浜寺石津町で事業継続

今後ともよろしくお願いします。

《R1.12月末日退居企業》

S-Cubeではこのたび、
「S-Cubeだより特別号vol.15」
を発刊しました！
入居企業・卒業企業の起業体験や
成長にクローズアップした冊子で
す。
今回は、デザインも一新し、
製造業に焦点をあてたものづくり
を行う３企業を紹介しています。
S-Cubeホームページでも掲載し
ています。是非、ご覧下さい。

URL: https://www.s-cube.biz/



これから事業を始める方、産学連携に取り組む方、

新事業にチャレンジする中小企業の皆様へ

【賃料補助制度】

オフィスとラボは、堺市の賃料補助制度《入居後３年間 ５０％補助(本社が堺市内の場合)》を申請することができます。

【インキュベーション・マネージャーによる無料経営サポート】

創業・法人設立方法から事業計画・資金計画の策定アドバイスに至るまで、事業経営全般にわたって支援します。

編集ひとこと：
気持ちも新たに令和のお正月を迎えのことと思います。皆様、今年もどうぞよろしくど
うぞよろしくお願いします。
S-CubeもホームページやS-Cubeだより特別号のデザインをリニューアルをきっかけ
に、また一つ、新しい道を切り開こうとチャレンジしています！
皆様もそんなS-Cubeに来てみませんか！何かヒントが見つかるかも・・・。 （Y）

【交通アクセス】
・地下鉄御堂筋線「なかもず駅」 2番出口から徒歩4分
・南海高野線「中百舌鳥駅」 北出口から徒歩4分

室
月額賃料(税抜)

（月額共益費）

オフィス（15.0～50㎡）
37,500～125,000円
(7,500～25,000円)

R&Dラボ（30.0～50㎡）
63,000～105,000円
(15,000～25,000円)

マルチラボ（80㎡）
176,000円
(40,000円)

創業準備デスク
10,000円
(2,000円)

シェアードオフィス 5,000円

お申し込み

■創業準備デスク主な仕様
ドア付きパーテーションで仕切った
個人用スペースラック付きデスク・
イス、エアコン完備、インターネット
無料

24時間365日利用可能 新大阪・梅田に好アクセス

入居者募集の詳細はＳ－Ｃｕｂｅホームページにて

http://www.s-cube.biz

（申込は随時受付）

ベンチャー支援オフィスビルのご案内

S-Cubeでは、充実した操業

環境でベンチャー精神あふれる

約60社の入居企業が日々切磋琢

磨しています！

詳細は、S-Cube事務局まで

お問い合わせください。

さかい新事業創造センターの経営アドバイス等のサービスが受けられる民間テナントオフィスビルです。

林ビル
（堺区熊野町東4-4-20）

▼入居に関する問合せ
株式会社ハヤシ
TEL：072-238-6168

ＨＫビル
（堺区甲斐町東1-1-10 ）

▼入居に関する問合せ
羽衣興商株式会社
TEL：06-6281-8811

東洋ビル
（堺区北花田口町3-1-15 ）

▼入居に関する問合せ
株式会社
ﾌﾟﾘﾒｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
TEL：072-223-1577

※S-Cubeでは仲介業務は行いません。

①入居については、ご提出頂いた事業計画書をもとに審査を行い、入居の可否を決定します。
②申込方法・必要書類など、詳しくはＨＰまたはS-Cube事務局に備え付けのパンフレットをご覧ください。

株式会社さかい新事業創造センター S-Cube
〒591-8025 堺市北区長曽根町130番地42
TEL 072-240-3775  FAX 072-240-3662
E-mail info@s-cube.biz HP https://www.s-cube.biz/

堺東八幸ビル
（堺区中瓦町1-1-21）

▼入居に関する問合せ
八幸住建株式会社
TEL：072-977-5550

※ビルの詳細は、S-Cubeホームページをご覧ください。

【堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金】 【中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金】 【泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金】

堺市では、堺東都心部、中百舌鳥地域、泉北ニュータウンにオフィスや事業所を開設する場合に、その費用の一部を助成する制度を
設けています。補助要件等の詳細については、堺市産業政策課のHPをご覧ください。
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/kigyoricchi/index.html

※オフィス・ラボは別途、保証金（賃料の３か月分）と共益費・光熱水費が必
要です。

※創業準備デスクは、賃料・共益費が一括前払い（６か月分）となります。
※シェアードオフィスは、別途、初回登録料(2,500円)が必要となります。

入居者
募集中

月額利用料

■シェアードオフィス主な仕様
パーテーションで仕切った個人用デ
スク・イス、エアコン完備、インター
ネット無料、ロッカー(有料)

■オフィスの主な仕様
ＯＡフロア仕様でＬＡＮ配
線に有利、エアコン完備

■R&Dラボの主な仕様
耐床荷重500㎏/㎡、
耐薬品性塗床
動力（三相3線50A）使用可 、

エアコン完備、ガス・水道使用
可 、給排気ダクト対応


