
スカイテック(株) 今津 毅 さん <創業準備デスク8号ブース> 

2017年12月8日(金)

12月号 No120

はじめまして！！
S-Cubeに6月に入居された方を
ご紹介します♪

【事業内容】The Open Webは理想的なITソリューションを提供する事業です。

【Ｐ Ｒ】オープンソース、グローバル、ウェアラブル機器、効率化、ウェブ
のシステムを専門にしています。IT技術を使って世の中の課題解決
を行います。

The Open Web ゴルディング デイミアン さん <創業準備デスク2号ブース> 

はじめまして！！
S-Cubeに11月に入居された方を
ご紹介します♪

【事業内容】AI（人工知能）に携わる事業を行っています。
AIの企業への導入。AIを組み込んだ商品の開発。
AIの教育、農業分野へのAIの活用も研究しています。

【Ｐ Ｒ】「AIはよく聞くけど、企業に導入するのにはどうしたらいいの？」
にお応えしていくことをモットーに事業展開しております！
大学のバックボーンにより安価で最高のAIが提供可能です。

【開催日時】平成30年1月18日(木) 18：30～20：30

【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

【内 容】18:30～セミナー

講師：特定社会保険労務士 田中 宏一郎氏

19:50～質疑応答

20:00～個別相談会

【定 員】30名

【申込締切】平成30年1月17日(水)まで

【申込方法】申込フォームからお申し込みください。

http://kokucheese.com/event/index/496804/

【共 催】関西圏国家戦略特区[雇用労働相談センター]

【問合せ先】さかい新事業創造センター[S-Cube] 事業担当：中村・山埜

e-mail：jigyou@s-cube.biz

「あなたの会社は大丈夫？これだけは押さえておきたい雇用のポイント」
公開セミナー＆雇用労働相談会

無
料

起業家にとって売上を伸ばすこと、資金を準備することも大事ですが、後回しになりがちな労務管理
体制を整備することは、人材確保や安定した事業運営を行う上でも重要です。押さえるべきポイント
を知り、労務トラブルを未然に防ぐようにしましょう。

セミナー後に個別相談会も実施しますので、是非、この機会にご参加ください。

＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。



青雲給食(株) <101号室>

代表取締役 杉林 正敏さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
国内の工場プラント、震災復興事業等で働く作業員・管理者の方々は、１～３年間の長期出張で家族
の元を離れ、日々現場で汗を流されておられます。各現場は交通不便な場所が多く、そのような環境
下で働く従業員のために宿舎・寮の運営をしてほしいという各メーカー、建設会社様等から私に対し
て依頼がありました。

以前建設会社に勤め、現場で体を張って働く作業員の姿を見てきた私としては、少しでも作業員の方
の疲れた身体を癒し、元気に働いてもらうことで、お役に立ちたいと思い、起業することを決意しま
した。

Q．事業内容は？
プラントメーカー、建設工事会社様への宿舎・寮の運営事業に

取り組んでいます。

各工事現場の建設工期・宿泊者数・勤務地等のそれぞれ諸条件

に合わせて、現地で管理・調理・清掃の各専門スタッフに着任

してもらい、現場作業員が快適な生活ができるよう、宿舎、食

事、生活用品の提供サービス等を実施しています。

現場で働く作業員の方々にとって、一番の楽しみは、お風呂と

食事です。そのため、特に弊社としては、利用者の方が元気に

仕事に励んでいただけるよう、栄養バランスが取れた食事、快

適で清潔なお風呂の提供に力を入れており、喜んでいただいて

います。

Q．S-Cubeに入居していかがですか？
会社の設立及び運営することが全くの初心者であり、創業後の

安定した経営を実現するまでの間、経営支援の専門家(イン

キュベーション･マネージャー)による経営サポートが受けられ

ることは最大のメリットだと思います。

また、他業種の先輩企業様が入居されており、色々と意見交換

や交流の場が広がることも大きなメリットだと思います。

創 業：2015年
資 本 金：999万円
従 業 員： 48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）

※建設業における寄宿舎の管理・賄い業

あたたかい、賄いの食事



【開 校 期 間】平成30年1月４日(木)～平成30年3月30日(金)

【キャンパス】さかい新事業創造センター［S-Cube］

【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。）

【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

【受 講 日 時】月2回程度(受講日時は、担当マネージャーと相談の上決定)、

マンツーマンで面談を実施。

【応 募 締 切】平成2９年12月22日(金)まで

【申込用紙・詳細】 http://www.s-cube.biz/content/670_content.html

【問 合 せ 先】さかい新事業創造センター[S-Cube] 事業担当：中村・山埜

e-mail：campus@s-cube.biz

マンツーマンでの 「無料」 起業活動支援！

起業家育成キャンパス 受講生募集！！

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！！

堺市内の会社や店舗の経営課題を解決するため、中小企業診断士を皆様の経営の現場に出前（派遣）

します。

☆創業出前サポート利用者募集☆

【出 前 期 間】平成30年1月４日(木)～平成30年3月30日(金)

【実 施 場 所】創業出前サポート受講者の事業所

【対 象】創業間もない(概ね5年以内)堺市内の個人事業主又は法人の経営者

【定 員】12名 （※書面による審査により、最終決定します。）

【応 募 締 切】平成29年12月20日(水)まで

【申込用紙・詳細】http://www.s-cube.biz/content/665_content.html

【専 門 家】東 純子氏（大阪産業創造館 経営相談室コンサルタント）

福住昌子氏（堺商工会議所 経営相談専門家）

山本裕司氏（株式会社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）

森憲二郎氏（大阪府よろず支援拠点 コーディネーター）

【問 合 せ 先】さかい新事業創造センター[S-Cube] 事業担当：中村・山埜 e-mail：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。

無
料

無
料

「S-Cube入居企業・卒業企業交流会」開催のご案内

1月の交流会を以下の日程で行う事になりました。
毎回100名を超える方々にお集まりいただいており、今回も堺市や地域企業、金融機関、産業支援機関
の担当者も参加される予定です。皆様のご参加をお待ちしております！

【開催日時】平成30年1月29日（月） 18時～20時

【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

【会 費】1,000円

【問合せ先】さかい新事業創造センター[S－Cube] 事業担当:中村・山埜

TEL: 072-240-3775 FAX: 072-240-3662

e-mail: jigyou@s-cube.biz 差し入れ大歓迎！

入居企業・卒業企業
限定！



編集ひとこと：
12月に入り、めっきり寒くなりましたが、体調にはくれぐれもお気をつけくださいね。
さて、そろそろ今年の漢字が発表される頃。2016年の漢字は、「金」でしたね。リオデ

ジャネイロオリンピックでの日本人選手の金メダルラッシュに沸いた年だったなぁ。と
思いだされます。今年の漢字は？？？みなさんはどんな漢字を思い浮かべておられ
ますか？ （Y）

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。

【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


