2017年6月14日(水)

6月号 No114
S-Cubeに6月に入居された方を
ご紹介します♪

はじめまして！！
(株)アンリミット

代表取締役 藤井 智英さん

<324号室>

【事業内容】まだ世に普及していない機能やデザイン性の高い製品を発掘し、
広く世に普及させていく事業。販路は主にネット通販です。
家電量販店のようなカタログ販売ではなく、ライフスタイルを変
化させるきっかけになるようなページ作りと商材展開で「なりた
い自分」「ありたい自分」を実現していくサポートを行います。
【Ｐ
Ｒ】長年大手家電量販店のECに従事してきましたが、単なる物量や
価格戦略に長らく疑問を持っていました。生活をよりよくするた
めの満足感はどこにでもある既製品では満たせない。まだ世に知
られていない数多くの製品がその役目を果たしてくれる。そのた
めに発掘と拡販に向けた事業を起こしたいと思い起業し、実現に
向けて邁進しています。

「S-Cubeものづくり企業展」IPCギャラリーで開催中!!
６月1日～７月30日の２か月間、堺市産業
振興センターのＩＰＣギャラリーで「SCubeものづくり企業展」を開催していま
す。
「S-Cubeものづくり企業展」では、もの
づくりに関連する入居企業14社が出展し、
自社商品・サービスの紹介をしています。
また、7月6日(木)には、出展企業14社に
よる「プレゼン会」を開催します（終了後、
S-Cube1階多目的会議室で交流会を開催
します。）。
聴講者を募集していますので、是非、この
機会にご参加ください。

IPCギャラリー展示風景

プレゼン会申込方法
⇒ http://kokucheese.com/event/index/471281/
【出展企業】
１）株式会社チロル
４）アルドネット株式会社
７）アートケミカル株式会社
10）向陽エンジニアリング株式会社
13）GREAT SIGN

出展企業・詳細

２） DESIGzmi(デザイズミ）
３） 株式会社D-eyes
５） 有限会社ITクラフト
６） 株式会社ベストビズシステム
８） KHスタッフステーション株式会社 ９） 三天被服
11）スターワン株式会社
12） 株式会社カガワデザイン
14）KOZZcreate

⇒ http://www.s-cube.biz/content/646_content.html

(株)Ｄ－ｅｙｅｓ <312号室>
代表取締役 橋本 健さん
http://d-eyes.net/
※業務用ドローン向けほか各種カメラの開発・製造販売等

創
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業：2016年
金：500万円
員：2名

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
３０余年前、私は大仙西町3-91（今はさら地になっています）で社会人として産声を上げ、一貫してカメ
ラ・光学業界で生きて参りました。
そして今、人生のエピローグを迎えるに当たり、何か最後のお役立ちができないかと考え、これまで培っ
たカメラ技術、光学技術を次世代を担うであろうドローンに活かそうと、長年の友人とともに「Ｄ－ｅｙ
ｅｓ（ディ・アイ）＝ドラゴンの眼」を設立しました。

Q.事業内容は？
ドラゴンの眼の如く、上空から何でも見通せるカメラ（眼）を提供して参ります。
◆高画質高倍率ズームカメラ
これまでのドローンは空撮中心の広角系レンズが中心でしたが、
今後需要が伸びるであろう保守・点検用途に威力を発揮する、
フルＨＤ、更には４Ｋ画質の高倍率ズームカメラを提供致します。
これは、遠隔操作、遠隔画像伝送が可能ですのでドローン以外の
用途にもお使い頂けます。
◆遠赤外カメラ
我々人間が見える光より遥かに波長の長い「遠赤外線」。
日常生活では遠赤外線ヒーターとか遠赤外線炭火などでよく知ら
れています。この遠赤外線が見えるようになるとモノの温度が手
に取るように分かります。また真っ暗闇の中でも霧や煙の中でも、
人や動物を見ることができるようになります。用途は無限です。
お使い易いリーズナブルな価格で提供致します。

Q. S-Cubeに入居していかがですか？また、今後の展望は？

30倍ズームカメラ試作品

遠赤外カメラ、テスト画像

右も左も解らない状態で起業し市場開拓を進めていくことは、想像以上に困難を伴います。しかし、ここ
Ｓ－Ｃｕｂｅではインキュベーション・マネージャーに事細かくサポートして頂けますし、家賃補助等の
公的サポートもありますので非常に心強く邁進することができます。
今後は、ドローン用カメラに留まらず、様々な応用を考え多くの皆様のお役に立てるよう知恵を絞って参
ります。また、ドローン本体も手掛けることができればと考えています。
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）

マンツーマンでの 「無料」 起業活動支援！

無
料

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！！

【開 校 期 間】 平成29年7月1日(土)～平成29年9月30日(土)
【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
【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。
【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29年6月23日(金)まで
【申込用紙・詳細】
＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。
http://www.s-cube.biz/content/645_content.html
【問 合 せ 先】さかい新事業創造センター[S-Cube]事業担当

campus@s-cube.biz

無
料

さかい女性起業家セミナー［8/5(土)]開催決定！！

今回のセミナーでは、子育てしながら出来るネットショップを選択し、その中でも市場の小さいヘアアクセサ
リーに注目し、成功を収めたリトルムーンインターナショナル株式会社の創業者である文美月さんを講師にお
迎えし、起業のきっかけや体験談を交えながら起業活動を行ううえで必要となるノウハウや課題などをお話し
頂きます。
講演後は、S-Cubeの卒業企業の女性起業家メンターの３者を交えてトークセッションを開催します。これか
ら何か始めたいと考えている方にピッタリのセミナーです。
【開催日時】平成29年8月5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
【定
員】3０名
【申込締切】平成29年7月31日(月)まで
【申込方法】近日中にS-Cubeホームページ等で公開予定
【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。

「S-Cube Facebook」ページのご案内
S-Cubeでは、ホームページでの情報提供に加えFacebookページでも、セミナー情報や入居
企業の情報など様々なトピックスを発信しています。
閲覧された方は、是非、「いいね！」をクリックしてくださいネ。
アクセスは、下記ＵＲＬ・ＱＲコード・S-Cubeホームページから！
ＵＲＬ：https://www.facebook.com/sakai.scube

キューブくん

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：
梅雨に入り、日々空模様が気になる季節になってきました。
晴れ間を利用して、先月に続き（夜ではなかったのですが・・・）、ヨガをしてきました。
今回は、早朝（先月より一段と早起き(^^)）に緑の中で、ゆったりとした時間の流れを
感じながら、身体をリラックスさせてきました。
身体が軽くなって、ちょっと動きすぎちゃったかも!!
（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

