2018年12月10日(月)

12月号 No132
S-Cubeに新しく入居された方を
ご紹介します♪

はじめまして！！
(株)丸廣コーポレーション

代表取締役

中井

廣信さん

<321号室>

【事業内容】介護・医療に特化した人材紹介を行っています。
地域も堺市を中心に南大阪の事業所を紹介しています。全業種が人手
不足の中、特に介護関連の事業所は極端な人手不足になっています。
これから増々高齢化が進み介護人材が必要となって来るなか、社会に
求人事業所、求職者の方にお役になればと思い事業を立ち上げました。
【Ｐ

Ｒ】昨秋まで１４年間介護事業を営んでいました。その経験を活かし求人
事業所、求職者双方にベストマッチとなる様な事業展開をして行きたい
と願っています。

ＫＯＺＺcreateが「シマノものづくり奨励賞」受賞！
入居企業のＫＯＺＺcreate(202号室)は、デザイン
とものづくりを融合させて、アイアン雑貨の企画・
製造し、ネット販売しています。
このたび、公益財団法人シマノ
財団が主催する「平成30年度
シマノものづくり大賞」で、も
のづくり技術で障がい者支援に
取り組まれたと称えられ、「シ
マノものづくり奨励賞」を受賞
しました。
喜びを話してくれた
今後も、同社の取り組みに目が
羽谷社長
離せません。

若手起業家育成ワークショップ
「未来をツクれ。」を開催しました！
11月23日に30歳未満の若い方々が集まり、
学生で起業したNEWRON(株)の西井社長の
もと、それぞれが考える事業アイデアをブ
ラッシュアップするワークショップと堺で
活躍している起業家 夢見る(株)の重見社長
のセミナーを開催しました。
重見社長の話を聴いた若者たちは、
刺激を受けたのか目をキラキラさせな
がら事業計画を作成していました。
最後には、成果発表としてピッチを行
い、大阪府大の学生さんと神戸の
大学の学生さん、堺にある高校の
学生さんが優秀賞を受賞されました。

株式会社ＪＲＣが近畿大学薬学部と「実験ロボ開発サミット」を開催！
去る１１月１４日、株式会社ＪＲＣ(201号
室)が、近畿大学において「実験ロボ開発サ
ミット」を開催しました。
同社で開発した研究作業自動化装置「ALFIS
（ｱﾙﾌｨｽ） Labotics6/ Labotics3」を運転
し、近畿大学 薬学部教授等と意見交換会を
実施しました。
今後、同社では今回の意見を集約するととも
に、研究現場のニーズを踏まえ、装置のさら
なる改良を進めていく予定です。

近畿大学薬学部の教授から質問を受ける
(株)JRCの水巻さん
ALFIS（ｱﾙﾌｨｽ）

中岡電気工業所 <316号室>
代表 中岡 正治さん
fwif4804@mb.infoweb.ne.jp
※電気電子機器の設計から製作、組立、調整までを行う。

創
業：2016年
従業員数：1名

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
40年以上勤務していた会社が解散することになったのですが、継続して商品の製作や新規製品の設計等の
需要があり、引き続き、取引先様・仕入れ先様からも、ご協力をいただけることになりましたので、これ
までの知識と経験を生かして、新しい取り組みにも挑戦しようと思い、起業することにいたしました。

Q．事業内容は？
事業内容は、高電力・高周波以外の電気電子回路の設計、
プリント基板の設計、筐体板金の設計、プリント基板の
組立、筐体の組立、配線、接続ケーブルの製作、マイク
ロコンピュータのソフトの設計、動作確認、調整等を行
っております。
現在は、船舶用制御機器の電子化製品、自動車エンジン
のコントロール装置を試験する冶具(機械、機器)、介護
補助装置(アシストスーツ)の開発時の試作段階での製作、
多チャンネル電極(384pin)のメッキを制御する機器等を、
クライアントの仕様を元に、電気回路、筐体板金、プリン
ト基板の設計、製作、動作の確認までを行っています。
また、商品間を接続するハーネス(電線にコネクタを取り
付けたもの)の製作でも、各商品の特性を生かしたものを
設計、製作しています。
クライアントの企画するあらゆる機器の電子化のお手伝
いができるように、社内の環境を整えて、迅速な対応を
いたしております。

384chメッキ治具

Bi phase
(ﾊﾞｲﾌｪｲｽﾞ)

無線付きセンサー基盤

Q．Ｓ－Ｃｕｂｅに入居してどうですか？また、今後の展望は？
S-Cubeに入居したことによりインキュベーション・マネージャー
の方や他の企業様との交流ができ、今までにない新しい知識が得られて良かったと感じています。
今後は、さらに交流を深め、異なった業種の方とも事業を広げていきたいと思っております。

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！

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31年1月7日(月)～平成31年3月29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)、
＜無料託児サービスあり＞
マンツーマンで面談を実施。
※事前にお問合せください。
【応 募 締 切】平成30年12月21日(金)まで
【申込用紙・詳細】 http://www.s-cube.biz/content/715_content.html
【問 合 せ 先】さかい新事業創造センター[S-Cube] 事業担当：山埜・西浦
e-mail：campus@s-cube.biz

さかいシニア起業家セミナー

無
料

シニアの起業をめざす方や創業準備まもない方など 概ね55歳以上の方を対象に、
創業計画のブラッシュアップや、先輩起業家の話を生で聞ける場を提供し開催します。
運営は、経営支援の専門組織「NPO法人 さかい企業家応援団」を講師としてお迎えします。
是非、この機会にご参加ください。
【開催日時】第1回：平成31年2月21日(木)、第2回：2月28日(木)
各日とも14：00～16：00
【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
第１４回「事業ステップアップコンテスト」で入賞！
24日 於：たかつガーデン）

（11月

ピザの会主催の「事業ステップアップコンテスト」で、キャンパス
受講生の木村奈津子さん（いけばなsalon・新緑）、 S-Cube卒
業生の辻瑞恵さん（はっぴぃandプロジェクト）が入賞されまし
た。木村さんは、初めてのプレゼンテーションで、「起業家育成
キャンパス」を受講中に事業計画書を作成し本番に臨み、奨励
賞を受賞されました！
辻さんは、見事「金賞」を受賞！
おめでとうございます。

木村さん
辻さん
※「ピザの会」は、大阪を中心として活動
する女性の中小企業診断士の会
毎年ビジネスプランコンテストを開催
しています

《H30.10月末日 退居企業》
今後ともよろしくお願いします。

日本で初の女性「産業創造師」に認定！
奥田三枝子インキュベーション・マネジャー(ＩＭ）

奥田三枝子ＩＭが、
ＪＢＩＡ（日本ビジ
ネスインキュベーシ
ョン協会）から「産
業創造師」に認定さ
れ、 11月19日、東
京で開催された「Ｊ
ＢＩＡシンポジウム」
において、認定盾が
前列向かって一番左が奥田ＩＭ、隣はＪＢＩＡの星野会長
授与されました。
現在、7人の産業創造師
が認定されていますが、
奥田ＩＭは国内初となる女性の産業創造師となりました。

■株式会社ナカミ
代表取締役 中三川 顕洋氏
本社：市内、営業所・工場：松原市
で事業継続

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：12月に入ったというのに汗をかくような日があったり、急激に気
温が下がったりで、皆様、体調は崩されていませんか？
街はクリスマスのイルミネーションで煌びやかに着飾った樹木が輝いています。
私はというと、友人たちからの写真や動画を見せてもらって、季節を感じています。
残りの日々を記憶に残る年にしてください。
（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

