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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。
緩やかな景気の回復の動きがみられるようになり、中小企業にとっ
ても、徐々に明るい光が見え始めてきました。
S-Cubeとしましても、皆様の事業の発展と更なる飛躍の年となりま
すよう、引き続き取り組んで参りたいと考えておりますので、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
代表取締役社長 井倉 博

入居企業のアルドネット(株)(211号室)が
ＦＲＥＮＣＨ ＴＥＣＨ関西に登場！
１2月７日（水）、グランフロント大阪・ナレッジキャピタル
において、フランス企業と日本企業のビジネスマッチング等を
推進するイベント「FRENCH TECH関西(主催：在日フランス
商工会議所)」が開催されました。多数の企業が出席する中、入
居企業のアルドネット(株)のサファ ローラン社長が事業プレゼ
ンテーションを行いました。
また、同氏はFRENCH TECH関西のコーディネーターを務め
ており、この日のイベントの最後にフランス大使館経済公使と
ともに壇上で閉会の挨拶をされました。
アルドネット(株)

サファ ローラン社長

☆彡「第19回 Ｓ-Ｃｕｂｅ入居企業・卒業企業交流会」のお知らせ ☆彡
毎年恒例となりました新年の入居企業・卒業企業交流会を行います。
入居企業や卒業企業のほか、地域の企業、金融機関、産業支援機関、堺市等の行政機関の担当者に多数出
席いただき、交流を深めていただいております。
また、当日は入居企業の素敵な商品が当たる「お楽しみ抽選会」もありますので、
皆様のふるってのご参加を事務局一同お待ちしております！
【開催日時】：平成２９年１月２５日（水） 18時～20時
【開催場所】：さかい新事業創造センター[S-Cube] １階
【参 加 費】 ：500円
【問合せ先】：事業担当 E-mail：jigyou@s-cube.biz

多目的会議室

(株) しるし堂 <323号室>
代表取締役 片山 正吾さん
info@shirushidou.com
※創業時の手続き及び印章などの必需品の製造・販売
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員：2名

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
もともと行政書士として仕事をしていましたが、お客様からいただく法人設立の際の相談で「会社印
を作りたいけど、サイズや材質、デザインや相場が分からない」といった声を多く聞いていました。
通常、法人設立の際は、官公署への手続きを行政書士や司法書士等の専門家に依頼し、会社印や銀行
印をハンコ屋さんで作るといった流れが一般的ですが、個別に手配するのが面倒でした。「ならば、
法人設立手続だけでなく、会社印も手軽で安価に購入できるワンストップの仕組みをつくろう」との
思いから、会社印・法人印専門店として平成24年に創業しました。

Q.事業内容は？
会社印をはじめとして、ロゴや似顔絵の作成のほか、
名刺などの印刷物を取り扱っています。
それらを全国約280の司法書士、行政書士及び
税理士事務所と提携し、法人設立手続とあわせて
販売しています。もちろん、印鑑単体(法人印・個
人印)での販売も行っております。
ここ最近は、取り扱う商品数を増やすとともに、
ネットショップは、本店のほか、楽天、Yahoo、ポンパレモール、Amazonの5店舗を運営していま
す。
本店⇒http://www.shirushidou.com/

Q. S-Cubeに入居していかがですか？また、今後の展望は？
メリットとして当初考えてた予想は、①S-Cubeの信用力、②インキュベーション・マネージャーに
よる伴走支援、③入居企業の横の繋がりでした。
しかし、実際は③の部分が大きいと感じています。S-Cubeには様々な業種の方がおられますので、
自ら求めていくことで有益な情報も得られますし、ビジネスでのパートナーにもなり得ます。
また、インキュベーション・マネージャーや事務局の方々に色々な方を紹介していただき、非常に感
謝しています。
今後の展望については、前記のような当社の特性を活かして、法人設立からアイテム販売までワンス
トップ提供をメインとして、全国の提携士業との輪をさらに広げていきたいと考えています。印鑑の
ご用命は「しるし堂」まで、お気軽にお尋ねください。
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）

国境を超えた人材獲得！外国人雇用で失敗しない労務管理のイロハ
特定社会保険労務士の岩崎寿英さんをお迎えし、外国人雇用で失敗しない労務管理の
基礎知識に関するセミナーと個別相談会を実施します。
【開催日時】平成29年1月26日(木)1７：30～19：00
【開催場所】さかい新事業創造センター[S-Cube] 1階 多目的会議室
【費
用】無料
【定員】3０名
【内
容】外国人雇用に係る労務管理の基礎を学びます。個別相談会も実施します。
【講
師】特定社会保険労務士 岩崎 寿英氏
【申込締切】平成29年1月25日(水)まで
＜無料託児サービスあり＞
【申込方法】http://www.s-cube.biz/content/620_content.html
※事前にお問合せください。
【問合せ先】事業担当 jigyou@s-cube.biz

「3秒で心をつかむ！」キャッチコピーの作り方セミナー
コピーライターのさわらぎ寛子さんをお迎えし、キャッチコピーや文章の作成方法を
学ぶセミナーと、参加者交流会を行います。
【開催日時】平成29年2月4日(土)13：30～16：30
【開催場所】さかい新事業創造センター[S-Cube] 1階 多目的会議室
【費
用】セミナー：無料、交流会：300円
【定員】3０名
【内
容】3秒で人の心をつかみ、売上、集客につながる
キャッチコピーや文章の作り方を学びます。
【講
師】コピーライター さわらぎ 寛子氏
【申込締切】平成29年1月31日(火)まで
【申込方法】http://www.s-cube.biz/content/623_content.html
【問合せ先】事業担当 jigyou@s-cube.biz

＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。

「営業現場ですぐ使える！情熱のプレゼンテーションセミナー」 (仮称)
販路開拓や資金調達などのビジネスシーンで求められるプレゼンテーションの基礎を学びます。
情熱の学校 情熱ブランディング・プロデューサーのエサキヨシノリさんをお迎えし、
「伝える技術」を基礎から学び、プレゼン能力の向上をめざします。
【開催日時】基礎編 平成２９年３月４日(土)
１３：３０～１７：３０
実践編 平成２９年３月１８日(土) １３：３０～１７：００
【開催場所】さかい新事業創造センター[S-Cube] １階 多目的会議室
【定員】２０名（※基礎編・実践編両日受講の方優先）
【費用】セミナー：無料、交流会：1,000円
＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。
【申込方法】近日中に公開

中小企業のための海外ビジネスセミナー （仮称）
今回はアセアン地域への海外展開を考えている中小企業を対象に現地法人の社長経験者によるセミ
ナーを開催します。
【開催日時】平成29年2月28日(火)18：00～20：30
【開催場所】さかい新事業創造センター[S-Cube] 1階 多目的会議室
【定
員】30名
【費
用】無料
＜無料託児サービスあり＞
【申込締切】平成29年2月23日(木)まで
※事前にお問合せください。
【申込方法】近日中に公開

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
約60社の入居企業が日々切磋琢

■オフィスの主な仕様

磨しています！

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： あけましておめでとうございます。
寒さが一段と厳しくなって、冷たい風が身に沁みてきます・・・(><)
寒い季節になると悩まされる一つに静電気があります。
朝いちばん、PCをつけようとキーボードに触れると「ビビッ！」ときてしまいました。こ
んなところでも発生するのかとびっくり。「革製品に触れてから・・・」ということも聞きま
したので、今年はこれで静電気をふせげそうです （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

