2015年8月12日(水)

8月号 No92
S-Cubeに７月に入居された方を
ご紹介します♪

はじめまして！！
(株)輝楽

<208号室>

代表取締役 北村 幸啓さん

【事業内容】株式会社輝楽は、『お客様が輝き・楽しんで頂く製品を提供する』をモットーに顧客ニーズを
積極的に取り入れた車載用LED電球の企画開発製造に取り組んでいます。
【Ｐ
Ｒ】LED製造会社として品質に一切の妥協をしないオリジナリティのあるものづくりを行い、製品
は全て車検基準対応製品を提供することで顧客の信頼を得ています。
これからは、日本国内だけではなく海外にも販売ルートを積極的に確立していく計画です。

(株)中村超硬

<226号室>

代表取締役 井上 誠さん

【事業内容】株式会社中村超硬は、優れた特長を持つ特殊材料の微細精密加工をコア技術とし、太陽電池用
Siのスライスに使用されるダイヤモンドソーワイヤ、電子部品吸着用ダイヤモンドノズルなど
の製造販売を行っています。
【Ｐ
Ｒ】長年培ってきた特殊材料の加工技術を生かした新たな提案として、化学合成分野における様々
な薬液や反応に対応し、高い収率を実現するマイクロリアクターシステムの開発、拡販に注力
しています。

シンスリー(株)

<319号室>

代表取締役 森下 修二さん

【事業内容】シンスリー株式会社は、障がいをお持ちの方と共に地域活性化に貢献する就労継続支援施設の
運営、障がい福祉サービス業を行っています。
【Ｐ
Ｒ】通常の事業所に雇用されることが困難である障がいをお持ちの方に、スイーツ製造販売・ホテ
ルサービス業・日常清掃・メンテナンスなどの就労トレーニングを通じ、知識及び能力向上を
行います。
(※) H27.7/1付けで、ものクリエ(代表 中野絵理さん)は創業準備デスクから309号室に移転しました。

メンバーご紹介

S-Cube内で働く
入居企業のメンバーを紹介します！

今回は、329号室に入居している(株)ナカミさん
橋梁メンテナンス用鋼板の一次加工･販売を行っています。

【スタッフの声】
「古くなったり傷んだりした橋梁を補修・補強する鋼板を
販売している会社です。
社会貢献できるよう二人で頑張っています。」

右：代表取締役の中三川顕洋さん
左：営業担当の末藤聡さん

向陽エンジニアリング(株) <123号室>
代表取締役 山下 直伸さん
http://www.ｋｏｙｏｅｎｇ.ｂｉｚ
※独自技術を活用したロック機構部品の製品開発等

創
業：1980年
資 本 金：4,800万円
従 業 員 数：５名

Q．起業したきっかけは？
向陽エンジニアリング(株)は、2014年にグループ会社から独立し、これまでの輸出入中心の業務か
ら、機構部品の企画・設計開発を中心とした業務に業容を転換しました。
これまでに培った技術をベースに、異業種・新規市場において、「向陽エンジニアリングならでは」
の価値あるパーツの創造に挑戦しています。

Q.事業内容は？
■くさび原理を用いたロック機構部品の設計開発ならびに製造販売
■各種企画製品の設計開発ならびに製造販売
■３Ｄプリント出力ならびに設計開発支援事業
独自技術を活用した機構パーツの製品開発を行っています。
なかでも、座椅子用リクライニングパーツは累計出荷実績5000万個、
ソファ用リクライニングパーツにおいてはドイツ・イタリア主要ソフ
ァメーカーが相次いで採用するなど、市場において高い評価をいただ
いております。
高強度・高信頼性を誇るくさび原理を用いたロック機構の開発は、偶
然の産物でした。しかし、この技術を追求することで、これまでに30
件以上の特許を取得。また、現在は大阪府立大学との共同研究を行い、
数値シミュレーションを活用した浮動支持構造の解明に取り組んでい
ます。
これらの技術を異業種・新規市場に幅広く展開する為、現在は介護
・福祉向け商品への用途開発の他、顧客ニーズに合わせた製品開発
に取り組んでいます。

用途事例

3Dプリント出力サンプル

Q. S-Cubeに入居していかがですか？また、今後の展望は？
S-Cubeには、IMによる経営相談、セミナーや企業交流会の案内の他、様々なサポート体制が整備さ
れており、また大阪中心部からのアクセスも良いので、第2創業として再スタートするには非常に好
条件が揃っています。
S-Cube入居期間中にしっかりと事業の基盤を築き、この堺市でモノづくりにおける事業拡大をめざ
したいと考えています。
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）

無
料
これから起業しようと考えている方を対象に、起業家支援施設：S-Cubeの経営支援の専門家がマンツー
マンで、事業計画作りから会社設立まで、起業のための活動を支援します！！
【開 校 期 間】： 平成２7年9月1日(火)～平成２7年11月30日(月)
【キャンパス】：さかい新事業創造センター［S-Cube］
【講
師】：さかい新事業創造センター インキュベーションマネージャー
【内
容】：①起業家支援施設「さかい新事業創造センター(S-Cube)」のインキュベーションマネージャー
(起業支援の専門家)が定期的(受講日時は、担当マネージャーと相談の上決定)に、マンツーマ
ンでの面談を実施。（面談内容は、事業計画のブラッシュアップや課題の相談解決等です）
②必要に応じて、S-Cubeがもつネットワークをいかして、各種支援制度や専門家の紹介など、
起業に向けた活動を幅広くサポートします。
【対
象】：起業に向けた活動支援を希望する堺市内在住・在勤・在学の方か、堺市内で起業予定の方
【定
員】：１０名
（※受講に際して事前審査があります。）
【応 募 締 切】：平成27年8月21日(金)
▽ 受講を希望される方は、S-CubeのHPに掲載されている受講申込書に必要事項をご記入の
うえ、S-Cube事務局(事業担当)までメールかFAXでお申し込みください。
※ 申込書URL：http://www.s-cube.biz/content/547_content.html
【問 合 先】：(株)さかい新事業創造センター(事業担当 : 竹中・山埜)
E-mail: campus@s-cube.biz

<予 告！>

「経 営 実 務 勉 強 会 2015」 開 催

【期

間】平成27年9月17日(木)～平成27年11月19日(木)までの10回講座

【時

間】18:45～20:45

【会

場】さかい新事業創造センター[S-Cube]

【費

用】無料

【対

象】これから起業をめざす方、創業まもない方、

【講

師】NPO法人さかい企業家応援団所属の専門家

【申

込】http://kokucheese.com/event/index/324158/

１階

多目的会議室

その他経営実務について学びたい方

【問合先】(株)さかい新事業創造センター［S-Cube］（事業担当：竹中・山埜）
TEL：072-240-3775 FAX：072-240-3662 e-mail：jigyou@s-cube.biz

☆2015年 『S-Cube入居企業・卒業企業交流会』を開催しました☆
7月29日(水)に入居企業＆卒業企業交流会を開催
しました。
堺市や地域企業の方、金融機関・産業支援機関の
担当者など100名を超える方々が参加し、各企業の
ＰＲや情報交換などを行いました。
今回は、新たに入居された企業の紹介に加え、卒
業企業である(株)ワイズ･ラブの新商品の紹介＆プ
レゼントの飛び入り企画もあるなど、大いに盛り上
がりました！
次回の入居企業・卒業企業交流会は、平成28年1
月に開催する予定ですので、皆様ふるってご参加く
ださい。

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
新大阪・梅田に好アクセス

24時間365日利用可能

月額賃料(税抜)
（月額共益費）

室
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

月額利用料

5,000円

入居者
募集中

【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

（申込は随時受付）
入居者募集の詳細はＳ－Ｃｕｂｅホームページにて

http://www.s-cube.biz
※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。

■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

■創業準備デスク主な仕様

■シェアードオフィス主な仕様

ドア付きパーテーションで仕切った パーテーションで仕切った個人用デ
個人用スペースラック付きデスク・ スク・イス、エアコン完備、インター
イス、エアコン完備、インターネット ネット無料、ロッカー(有料)
無料

S-Cubeでは、充実した操業
環境でベンチャー精神あふれる
54の入居企業が日々切磋琢磨し

■オフィスの主な仕様

ています！

ＯＡフロア仕様でＬＡＮ配
線に有利、エアコン完備

詳細は、S-Cube事務局まで
お問い合わせください。

【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。

お申し込み

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。

【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

ベンチャー支援オフィスビルのご案内

※ビルの詳細は、S-Cubeホームページをご覧ください。

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。 ※S-Cubeでは仲介業務は行いません。
林ビル
（堺区熊野町東4-4-20）

ＨＫビル
（堺区甲斐町東1-1-10 ）

東洋ビル
（堺区北花田口町3-1-15 ）

堺東八幸ビル
（堺区中瓦町1-1-21）

▼入居に関する問合せ
株式会社ハヤシ
TEL：072-238-6168

▼入居に関する問合せ
羽衣興商株式会社
TEL：06-6281-8811

▼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

▼入居に関する問合せ
八幸住建株式会社
TEL：072-977-5550

編集ひとこと：毎日、暑い日が続きますね。エアコンがかかせなくなってきました。
8月に入り、あちこちで花火が打ちあがっていたり、楽しそうな子どもたちの声が響き
渡ったていたり・・・私も楽しくなってきちゃいます(^_-)-☆
今年の夏は、海もいいなぁなんて思っているのですが、ゆっくりできる良い場所があ
れば、教えてください。 あとは、SUPヨガも体験してみたいな！
（Ｙ）

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

