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9月号 No141

(株)ｗｅｕｇｈ (ウェフ) 代表取締役 田中 大祐さん <329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】バドミントンのエンドユーザーと専門店を繋ぐマッチングサービスを
行います。また今まで培ってきた知見を元にウェブサイトの制作をは
じめシステムの開発などを行い、人々の役に立つものを作っていきた
いと思います。

【Ｐ Ｒ】バドミントンの専門ショップを使うことのメリットをユーザーに伝え
ます。「自分の近くにもこんなにいいショップがあったんだ、行って
みたい」ということをユーザーに思ってもらえる仕組みを作ります。

はじめまして！！

U30限定「ビジネスプロトタイプ講座
～5つのビジネス視点を養い、ビジネスアイデアを考案&サービスプロトタイプを作って

世に発信しよう！～」 を開催しました！

8月24日・25日の2日間で、U30 の若者向けに「ビジネスプロトタイプ講座」を開催しました。
1日めは、ビジネスアイデアを考え、その事業のホームページ
の作成までを行いました。
２日めは、作成したホームページのブラッシュアップと堺市
内のＩＴ企業担当者による「SEOマーケティング」を学びま
した。
今回は、学生で起業した先輩起業家の方々もきてくださり、
知っておかなければならない基礎知識を学んだり、色々な
アドバイスをいただきました。参加した若者たちは、それに
応えるべき、真剣に取り組んでいたのが印象的でした。
今後、この事業計画が完成するのが、楽しみです！
２日間、お疲れ様でした。

#さかい起業ラボ ⇒https://www.sakai-lab.com/

(株)ブレイマン CEO 河内洋行さんによるアドバイス支援風景

(株ツクリエ CEO 中村拓也さんによる講義風景

(株)ムジカル 取締役 安達健二さんによるアドバイス、2日め集合写真(株)ジョイントメディア 統括営業部長 野村範仁さんによる講義＆支援風景

https://weugh.com/



(株)アラルロホーム <３０８号室>

代表取締役 荒川 雅輝さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？

建築とは無関係の会社で営業職として働いていましたが、子どものころからの夢である「家をつくる仕

事」がしたく、兄の工務店で大工として働き始めました。元々、父が大工をしていたため憧れていたのだ

と思います。現場でお客様からの声を直接聞き、応えていくうちに単なる現場の一部ではなく、自らが窓

口になりトータルでサポートしたいと思うようになりました。

兄の工務店で建築にかかる業務を学び、去年起業することができま

した。

Q．事業内容は？
建築のことなら、棚を1つ設置することからトイレ改修、リフォー

ム、リノベーションから住宅新築、店舗工事までを行います。その

中でも、高齢化社会や生活環境の変化に対応したリノベーション、

バリアフリー化工事に力を入れたいと思っています。

また、生活していくなかで住む空間はとても大事で、空間が変わる

と気持ちに変化が起こり、環境まで変わり人生まで変わると考えま

す。その事を心に一人ひとりのお客様とできる限りたくさんの時間

を共有し、要望に的確に応じた提案していきます。

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。
1人でやっていると仕事量が増え、仕事が立て込み始めると、目の

前にある仕事ばかりに目が行ってしまいます。そんな時に、先々の

事を考えたアドバイスをして頂けます。また施設には様々な業界の

入居者がいらっしゃいますので、良い刺激をもらえます。

今後の展望としては従業員を増やし、私一人からの観点では無く多

方面からの視点での提案ができる会社にし、お客様に頼んで良かっ

たと思って頂けるようになりたいと考えています。

将来的には「１軒から始まる街づくり」まで携わっていきたいです。

創 業：2018年
資 本 金：500万円

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）

※福祉の専門知識を活かしたバリアフリー化工事など

before

after

http://www.s-cube.biz/tenant/f3/308.html



Ｕ３０さかい起業ラボ・先輩起業家交流会～堺発！若手ＩＴベンチャー企業の
経営者とビジネスを考えよう！～

講師：東純子さん
(中小企業診断士)

■アンビション(株) 代表取締役 井坂 徳宏氏

堺市内に移転して事業継続今後ともよろしくお願いします。

《R1.8月末日退居企業》

「S-Cube Biz-Showcase」を開催します！

先輩起業家から直接学べるセミナー＆交流会です。
今回は、画像編集ソフトウェアZenFotomatic（ゼンフォトマティック）開発元であり堺のＩＴベンチャー企業であるグラム

ス株式会社の三浦大助社長をお招き、リアルな体験談などをお話いただくとともに、交流の場を設けていますので、
直接、三浦さんと話せるチャンスもありますよ！！是非、この機会に参加してみませんか。
【日時・内容】令和元年９月２９日(日) １０：００～１２：００
【会 場】 さかい新事業創造センター[S-Cube]
【参 加 費】セミナー 無料
【詳細・申込】https://kokucheese.com/event/index/576972/

専門家による起業の基礎知識を学ぶとともに、過去に「女性起業家メンターミーティング」を受講した参加
者３名のプレゼンテーションを行います。プレゼンテーションでは、事業内容やメンターミーティングを受
講した感想を伝えていただくほか、受講当時の担当メンター３者を交えて、トークセッションを行います。
みなさんも、起業への一歩を踏み出してみませんか。是非、この機会にご参加ください。
※「女性起業家メンターミーティング」･･･起業を考えている女性、起業間もない女性を対象に先輩女性起業家と起業支援
の専門家がともに起業についての課題 解決に取り組む内容のイベント。

※メンター：自己の経験等をもとに助言を行う者、メンティー：メンターの助言を受ける者

【日時・内容】令和元年９月２１日(土) １３：３０～１７：１０
【会 場】 さかい新事業創造センター[S-Cube]
【参 加 費】セミナー＆トークセッション 無料

参加者交流会 300円 ※無料託児サービスあり（事前予約制）

【講 師】 シーズマネジメントサポートオフィス 代表 東 純子さん
【詳 細】http://www.s-cube.biz/content/753_content.html

【 申込方法 】申込フォームの利用 ⇒https://kokucheese.com/event/index/572290/

さかい女性起業家セミナー
～先輩起業家の体験談を聴き、自分自身の事業への気づきをチャンスにかえよう！～

「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３社が、
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】令和元年１０月１０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

(株)ブレファ 映像・動画制作・プロデュース、ビデオ・ドローン空撮
(有)ＩＴクラフト 無線によるID認証機能「RFID」を利用した事業
関西・医療総合サポートセンター クリニックの事務長代行業務
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】下記URLのどちらかからお申込みください。

https://kokucheese.com/event/index/571711/
https://peatix.com/event/1112096/

【詳 細】http://www.s-cube.biz/content/750_content.html

https://www.s-cube.biz/content/753_content.html


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：
秋の長雨を感じさせる日が続き、朝晩涼しくなってきたと思ったら、また暑さがぶり返
し、熱帯夜が続いたりしていますが、先日、ふと職場の部屋の片隅にバッタが遊びに
来ていたのを発見！(笑)

秋を感じさせる一コマに、思わずにっこり。地元では、秋祭りの準備も着々と、夜空は
提灯の灯りでオレンジ色に染まっています。 （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㎡）
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 

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


