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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♪

１月24日に開催された「LED関西」にパートナー(地域で連携して

創業支援に取り組む支援者)として参加してきました。
182人の応募者の中から選ばれた12人のファイナリスト
の中には、入居企業の(株)三天被服の東谷麗子社長の姿がありま
した。
同社は、現場の声を聞きながら、女性のための現場服を企画・
制作しており、当日は、約450人の来場者がいるなか、自身の
ビジネスプランを熱く発表されていました。
10社からサポーター企業賞をいただいた東谷社長は「これから
が始まり！」と更なる事業の発展に意欲を燃やしておられまし
た。

会場には、テレビ局のカメラが複数入り、
この様子は、NHK関西や関西テレビのニュースでも伝えられま
した！

※LED関西：
起業前から、起業後7年までの女性を対象にしたビジネスプラン発表会

S-Cubeに1２月に入居された方を
ご紹介します♪

「LED関西～女性起業家応援プロジェクト～」で、
入居企業の(株)三天被服（228号室）がファイナリストに選ばれました！

創業準備デスクに入居する(株)クロスロード堺が運営する
「Co・FUN(こ・ふん)カフェ」が2月５日にグランドオープン
しました。
同社は、堺の魅力を海外の方々に伝えたいとの思いで、インバ
ウンド事業に取り組まれています。
店名は、たくさんの人がコミュニケーション（Co）を楽しむ
（FUN）場になってほしいという想いが込められているそうで
す。
場所は、三国ヶ丘駅前の仁徳天皇陵のすぐ近く。
お昼には、手作りランチ、夜には日本酒を楽しめる、ちょっと
ユニークなカフェです。
食事のほかにも、インバウンド向けの体験講座などいろいろな
イベントを企画していく予定です。

S-Cubeに1２月に入居された方を
ご紹介します♪

入居企業の(株)クロスロード堺（創業準備デスク10号ﾌﾞｰｽ）が
運営する「Co・FUNカフェ」がＯＰＥＮしました！

Co・FUNカフェ
堺市堺区向陵西町4-11-15 1F
TEL 072-249-2468
カフェ 8：30～16：00
日本酒バー(月～金) 17：30～22：00
体験・各種講座 不定期で開催

インタビューを受ける東谷社長



(株)ナカミ <315号室>

代表取締役 中三川 顕洋さん

Q．取扱い商品は？
橋梁の耐震補強に使う鋼板をメインに一次加工(切断)を行っ

ています。

現在、高度経済成長期に作られた橋梁は老朽化が進み、早

急な耐震補強や補修工事が必要となってきています。

橋梁工事に用いられる鋼板製造は、一定の基準をクリアした

規格鋼材を用いて、橋梁ごと、補修部位ごとに1枚ずつ違う

寸法や厚みの鋼板を作らなければなりません。

弊社の鋼板は、老朽化した高速道路や橋を補強・補修する落

橋防止装置や変位制限装置などに使用されています。

厚板（鉄板）の中でも橋梁補修用の規格の種類及び在庫量は

関西1番といっても過言ではなく、又昨今の社会問題でもあ

る品質保証についても、在庫入庫～製品出荷までを証明でき

る管理システムを導入したり、中小加工業者では非常に珍し

い製品番号を機械で記入できるインクジェットシステムを導

入したりして、特に力を入れています。

自社工場で月産250ｔ体制を整えてインフラの老朽化、橋梁

の補修保全という社会問題を解決する一翼を担える会社に成

長させていきたいと考えています。

Q．企業のイメージや日頃の活動についてお聞かせください。
創業から６年、工場操業後1年で、社員の平均年齢は32歳

と若く非常に新しい会社です。

そのため、経験者は新しい(株)ナカミというフィールドでの

挑戦を、未経験者は先輩と共にできないことを1つずつ可能

にしていく挑戦をし続けています。

社内では、社員一丸となって(株)ナカミを社会に不可欠な会

社に、そして社員一人一人も社会に不可欠な存在になれるよ

う、又会社も社員にとって必要な存在になれるよう全員で変

革しています。（株）ナカミは一人一人が考え、みんなで協

力し合って結果を出していける技能集団と思っています。

創 業：2012年
資 本 金：1,000万円
従 業 員： 14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）

※橋梁メンテナンス用鋼板の一次加工

代表(左から3番目)と社員のみなさん

http://nakami1111.jp/

鋼板と施工例



【開催日時】 第１回：平成30年2月27日(火)15：00～17：00

第２回：平成30年3月 2日(金)15：00～17：00

第３回：平成30年3月 6日(火)15：00～17：00

【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

【講 師】 第1回～第3回 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 山本 裕司

第3回 Arts-B 代表 土居 勝氏

【費 用】 無料

【応募締切】 平成30年2月23日(金)まで

【申込用紙・詳細】

http://www.s-cube.biz/content/677_content.html

【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

概ね55歳以上で、堺市内で創業をお考えの方を対象に、「さかいシニア起業カレッジ」
を開催します。
今回のカレッジでは、起業に必要な手続き、事業計画作成等の起業に不可欠なノウハウや知識を学
んでいただくとともに、実際にシニア世代で起業された起業家の体験談を聞ける講演もあります。

あなたのアイデアを事業化！「さかいシニア起業カレッジ」 定員
２５名

今回のセミナーでは、「Bagで創業したい」という夢を実現し、地域資源を活用してオリジナル
バッグを取り扱うアトリエＤＥＭＥＴＡＮの内原絵美代表を講師にお迎えし、起業のきっかけや仕
事と育児の両立などの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
お話しいただきます。講演後は、S-Cubeの入居企業2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30年2月24日(土) 13：30～16：30（交流会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

【講 師】 アトリエDEMETAN 代表 内原 絵美氏

【費 用】 無料（交流会参加の場合は別途300円）

【応募締切】 平成30年2月20日(火)まで

【申込用紙・詳細】

http://www.s-cube.biz/content/676_content.html

【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

さかい女性起業家セミナー

「地域の力でものを売る」
～うもれている地域資源でもアイディア次第でビジネスになる！～

＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。

定員
３０名

☆201８年 『S-Cube入居企業・卒業企業交流会』を開催しました☆

1月29日(月)に入居企業・卒業企業交流会を開
催しました。
入居企業、卒業企業に加え、堺市や地域企業の
方、金融機関・産業支援機関の担当者など約
130名の方々が参加してくださいました。
新たに入居された企業の紹介や情報交換なども
行い、大いに盛り上がりました！

https://www.s-cube.biz/content/677_content.html
https://www.s-cube.biz/content/676_content.html


編集ひとこと：
冬のフルーツといえば、私はみかん。先日、愛媛県で開発された甘平というみかんを
いただきました。これは、とっても甘くておいしかったです。

毎年この時期になると、庭になる甘夏を刈り取り、食べています。こちらは、酸っぱ
くってまた違った美味しさです。みかんといってもいろいろな品種があり、楽しめます
ね。そして、お肌の調子は、ビタミンＣの効果で抜群なはず・・・なのですが 。 （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


