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はじめまして！！

起業家とインキュベーターの大交流会

「関西起業家＆予備軍ＭｅｅｔＵｐ！！」を開催します！

関西で起業している、もしくはこれから起業しようとしているU３０向けのミートアップイベントを開
催します。
起業家＆起業家予備軍による３分ピッチ＆交流会のほか、ベンチャー・キャピタルによる事業のメンタ
リング・タイムをご用意しています。
また、起業家を支援しているインキュベーター（行政、企業、個人など）も参加しますので、ぜひ事業
推進の場としてご参加ください。

〇参加資格
・３０歳以下の起業家や企業をめざしている方
・起業家を応援したい方

【日時】2020年2月17日（月） 18:00～20:30
※15:00～18:00 （要事前予約）
ベンチャーキャピタルとのメンタリング

【参加費】学生 ２００円 ／ 一般 ５００円

【場所】大阪イノベーションハブ

【主催】最速三億越え会
さかい起業ラボ（S-Cube さかい新事業創造センター）

【協力】株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

「S-Cube Biz-Showcase」を開催します！

「S－Cube Biz-Showcase」は、成長過程にあるさかい新事業創造センター[S－Cube]の企業や堺市
内企業が、企業や金融機関、メディアなどに向け、プレゼンテーションを行うプログラムです。
【開催日時】令和２年2月２０日(木) 17:00～19:00
【会 場】さかい新事業創造センター[S－Cube] １階 多目的会議室

【内 容】プレゼンテーション 17:00～18:00
ＫＨスタッフステーション(株) 「社会的課題解決ワークライフバランス派遣事業」
(株)クレアフィールド 「介護施設向けお名前シールの製造・販売」
アルドネット(株) 「中小企業向け組み込みシステム開発及び運営」
下山商工(株) 「複合材料接合技術を活用し新商品を開発中」
Palette Japan 「海外向け伝統工芸品等のネット販売」
交流会 18:00～19:00

【費 用】プレゼンテーション：無料、交流会：５00円
【申込方法】https://peatix.com/event/1411567/
【詳 細】 https://www.s-cube.biz/bizshowcase0220/

【タイムスケジュール】

17:40 開場（受付開始）

18:00 開会あいさつ、ゲストによる基調講演

18:15 起業家と起業予定者による３分ピッチ

※プレゼンテーターは、順次発表予定

19:00 交流会（軽食あり）

20:30 記念撮影後、終了

https://peatix.com/event/1411567/


GREATSIGN <３２３号室>

代表 沢村 真仁さん

Q．取扱い商品（サービス）を教えてください。
グレイトサインは、お客さま（クライアント）とユーザーのみ

なさまが相互理解を深め、良い関係性を築くためのヴィジュア

ルコミュニケーションを提供しているデザインスタジオです。

専門はグラフィックデザインで、具体的には、ロゴ、アイコン、

イラスト、イメージ（地図やグラフなどのインフォグラフィッ

ク）写真、テキストなどを作り、印刷物・WEBサイトなどのコ

ミュニケーションツールに展開しています。

また、障害者就労継続支援B型事業所で行われる授産活動に対

して、商品開発とブランド戦略から販促までのすべてをサポー

トするサービス「デザインサポート」を展開中です。

お客さまのブランドや商品、サービスをより的確かつ魅力的に

伝えるためのコミュニケーションプランを提案・制作していま

す。

障害者就労継続支援B型事業所で作られる自主製品（授産製品）

へのデザインサポートはグレイトサインだけのサービスです。

Q．想定している顧客は、どういった層ですか？
・自主製品製作を開発、改善したい、障害者就労継続支援B型

事業所運営の法人さま

・店舗販売等で、オリジナル商品に関するヴィジュアルイメー

ジを製造元に伝えたいオーナーさま

・商品やサービスをユーザーに伝え理解をしてもらうことで、

単価、リピート率向上をめざしたい企業さま

Q．今後の展望をお聞かせください。
企業や施設との連携を強化しトータルブランディング＆デザイン

業としてクライアントさまと共に成長したいと考えています。

創 業：2016年

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）

※デザイン制作全般、授産施設とのコラボ製品

ひとつひとつ手編みの「わたしのたわしシリーズ」
NPO法人ここいろ 就労継続支援B型事業所 「キャンバス」の商品です。
株式会社トレスさんのユーザープレゼントとしても採用されています。

堺市市民協働課さんの「女子高生・女子大生が考える持ちたくなるてづくり

防犯ブザーカバーを作る取り組み」にデザインサポートしました。

商品はNPO法人暁会 就労継続支援B型事業所 「あゆら作業所」の製作です。

【デザインサポート】
左上の自由な色使いの商品を色や編みやすさ使いやすさを考え、改良、
商品名、商品ロゴ、商品説明、販促も含むすべてを事業所、利用者と
共に改善していき、商品のシリーズ化もサポートしました。

https://www.the-greatsign.com/



Web技術を使い「チャットボット」を作成する講座です。
簡単なプログラミングの基礎を学び、自分で１からチャットボットを開発できます。
作ったものをアップロードし、実際に日常で使えるようにするところまでが今回の講座となります。

【日 時】 ３月５日（木）1３時～19時
※セミナー終了後、交流会を行います

【場 所】 S-Cube
（さかい新事業創造センター/なかもず駅近く）

【参加資格】 ３０歳未満の方

【定 員】 10名

【参加費】 ２０００円 ／ 学生 １０００円

【持ち物】 WiFi接続できるパソコン
※S-CubeのWifi設備を利用します。

【主 催】 S-Cube（さかい新事業創造センター）

【問 合】 jigyou@s-cube.biz

【セミナー運営】
ＴＲＵＮＫ株式会社
TRUNKは「生まれた環境に関係なく、やる気次第で誰でも活躍できる世界をつくる」をビジョンに創業し、29歳以下の若者
を対象とした職業体験・職業訓練のプラットフォーム事業を運営しております。現在体験できる職種は14職種あり、データサ
イエンティストやバックエンドエンジニア・デジタルマーケティング等の職種が人気です。企業内の技術研修や、自治体での
勉強会など、創業から1500回以上の学習の支援をしております。

U30限定！ AI・プログラミングセミナー
「チャットボットを開発してみよう」開催のご案内

予告！

制作：
GREATSIGN

■Aｒｔｓ-Ｂ 代表 土居 勝氏

堺市西区鳳南町で事業を継続します。

GalleryのＯＰＥＮは、4月を予定しています。

お近くに行かれた際は、お立ち寄りください。

https://www.arts-b.jp/

今後ともよろしくお願いします。

《R2.1月末日退居企業》

スタートアップ企業が知っておきたい「知的財産契約のポイント」開催！

【日 時】 ３月１２日（木）17時～19時
※終了後は個別相談会（事前予約制）

【場 所】S-Cube
（さかい新事業創造センター/なかもず駅近く）

【詳 細】近日中にS-Cubeホームページでお知らせします。

mailto:jigyou@s-cube.biz
https://www.arts-b.jp/


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： 暖冬と言われながら、最近は冷え込む日も増え、ランチに出か
ける機会も少なくなってきました。

S-Cubeでは、経営の基礎から、企業プレゼン、プログラミング講座などスタートアッ

プ企業のためのセミナー・講座を開催しています。ヒントになることもたくさんあると思
いますので、思い立ったら、是非、参加してみてください！！お待ちしています。（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㎡）
39,000～130,000円
(7,500～25,000円)

R&Dラボ（30.0～50㎡）
66,000～110,000円
(15,000～25,000円)

マルチラボ（80㎡）
184,000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ビルのご案内

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

令和2年4月より、オフィス、R&Dラボ、マルチラボの月額賃料を上記の金額に改定します。


