2017年7月12日(水)

7月号 No115
「S-Cubeものづくり企業展」プレゼン会・交流会を開催しました!!
7月6日(木)、S-Cubeのものづくりに関連
する入居企業による展示商品のプレゼン会
を堺市産業振興センターのＩＰＣギャラ
リーで開催しました。
堺商工会議所や堺市産業振興センターなど
の支援機関のみなさんもたくさん参加して
くださり、各企業の熱いＰＲに耳を傾けて
いました。
プレゼン会終了後には、S-Cubeの多目的
会議室に場所を移し、参加者交流会を開催
し、各々、今後の販路拡大のため、交流を
深めていました。
「S-Cubeものづくり企業展」は、7月30
日(日)まで展示しています！
【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

IPCギャラリー展示プレゼン・商談風景

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

出展企業情報 ⇒ http://www.s-cube.biz/content/648_content.html

さかい女性起業家セミナー

「商売経験・資金・人脈なしの私が起業！
～激戦のインターネット通販で15年以上を生き残る！～」

定員
３０名

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（交流会15：50～）
【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
【講
師】 リトルムーンインターナショナル(株) 創業者・取締役副社長 文美月氏
【費
用】 無料（交流会参加の場合は別途300円）
【応募締切】 平成29年7月31日(月)まで
【申込用紙・詳細】
＜無料託児サービスあり＞
http://www.s-cube.biz/content/650_content.html
※事前にお問合せください。
【問合せ先】さかい新事業創造センター(事業担当:中村・山埜)
TEL: 072-240-3775 FAX: 072-240-3662

E-mail: jigyou@s-cube.biz

三咲エンジニアリング(株) <321号室>
代表取締役 南埜 浩章さん
http://www.misaki-engineering.co.jp/
※小型船舶用ハイブリッドエンジン・二次電池の開発等
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Q．取扱い商品は？
国内・海外の造船所や代理店にむけて、船の横揺れを低減する装置を販売しています。
横揺れ低減装置（ジャイロスタビライザー）は国内外の官公庁船やプレジャーボートで幅広く採用さ
れており、弊社は北米と日本市場での販売に加え、メーカーと共に新型モデル開発に携わり、制御部
品開発を担当しています。
また、海外での活動を通じて得たノウハウやネットワークを活かして、海外市場進出を狙う国内のお
客様と共に一体となって事業立ち上げのお手伝いをしています。

Q．最近の活動は？
2017年5月、レクサスをカーブランドからライフスタイル
ブランドに昇華するというテーマのもと、2年をかけて取り
組んできたラグジュアリーコンセプトボートが、世界に発表
されました。
このプロジェクトは、日本、アメリカ、イタリアの3か国共
同で行われ、最新のデザイン、モデルクラス最速の時速80
キロ達成など、新技術をふんだんに取り入れたスーパーボー
トです。
弊社もプロジェクトマネージメント担当として参加しました。

LEXUS Sport Yacht Concept

Q．今後の展望は？
今回のコンセプトボートは市場でも大変高い評価を頂き、レクサスは北米向けにさらに大型で高性能
のボート製造と販売事業を展開することになりました。
弊社もビジネスディベロップメントチームの一員として、引き続き携わります。
また、ボート横揺れ低減装置の新型開発と販売もさらに拡大し、S-Cubeを起点に今後も世界に日本
のサービスと製品を発信し続けて事業を拡大したいと思います。

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

起業したいけど、一歩が踏み出せないあなたへ

起業したいけど、一歩が踏み出せない方、いざ起業したけど、事業を進めていくためのアドバイスがほしい方、
ぜひ、先輩女性起業家、起業支援の専門家とともに起業についての課題解決に取り組む「女性起業家メンター
ミーティング」に参加しませんか。事業経験豊かな先輩女性起業家（メンター）と起業支援の専門家（コーディ
ネーター）が、起業に関する相談をお受けし、あなた（メンティー）の起業を強力にサポートします。

＜無料託児サービスあり＞
【募集対象】起業を考えている女性、起業間もない女性
※事前にお問合せください。
【募集期間】平成２９年７月２４日(月)～８月２０日(日)
【開催会場】さかい新事業創造センター（S-Cube）１階 多目的会議室
【詳
細】近日中にS-Cubeホームページ等で公開予定
【定
員】１5名 ※ 応募多数の場合は、抽選となります。
【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】さかい新事業創造センター(事業担当:中村・山埜)
TEL: 072-240-3775 FAX: 072-240-3662
E-mail: jigyou@s-cube.biz

無
料

「経営実務勉強会2017」開催のご案内
NPO法人さかい企業家応援団所属の専門家が経営実務の基礎知識を教えます！
【期

間】平成29年9月下旬～平成29年11月下旬までの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]

【対

象】これから起業をめざす方、創業間もない方、その他経営実務について学びたい方

【詳

細】近日中にS-Cubeホームページ等で公開予定

＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。

１階

多目的会議室

【問合せ先】さかい新事業創造センター(事業担当:中村・山埜)
TEL: 072-240-3775 FAX: 072-240-3662

E-mail: jigyou@s-cube.biz

「S-Cube入居企業・卒業企業交流会」開催のご案内

入居企業・卒業企業
限定！

平成29年度、最初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２9年７月２6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 多目的会議室
【会
費】500円
【問合せ先】さかい新事業創造センター(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！

前回の交流会の様子

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：
先日、沖縄・八重山諸島の文化にふれる機会がありました。方言が一つではなくて、
島によって違うところもあったり、難しくて覚えられませんが、語源は、大和言葉だそ
うです。本島にしか行ったことない私ですが、石垣島などほかの島にも行きたくなり
ました！ 最後は、男性の踊りと女性の踊りを教わり、参加した皆さんと一緒に踊っ
てみました。もちろん、私は、女性踊り・・・です！（笑）
（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

