
(株)ＪＲＣ ﾒﾃﾞｨｶﾙ･FA事業部 武田 知樹 さん <201号室> 

2018年4月10日(火)

4月号 No124

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♪

四方良(株) 代表取締役 刀谷 誠さん <307号室> 

はじめまして！！
S-Cubeに新しく入居された方を
ご紹介します♪

中岡電気工業所 代表 中岡 正治 さん <316号室> 

【事業内容】「スポーツ」をキーワードに事業を行っています。各種団体やスポーツ
選手を対象にした総合マネジメント。三世代を対象とした運動教室や
イベント実施。スポーツと地域を組み合わせた観光振興の企画・運営。

【Ｐ Ｒ】スポーツマネジメントと旅行業の異業種２人がタッグを組む会社です。
近江商人の「三方良し」に人々の心に幾重にも広がる《感動》を加え
た社名【四方良】(しほうよし)です。すべての感動とともに！
皆さま宜しくお願いします。

【事業内容】クライアントの要望に応じて、電気電子機器の設計から試作品の製作、
組立、調整までを行っています。
具体的には、電気電子回路、プリント基板、筐体、マイクロコンピュー
タソフトの設計製作、接続ケーブル製作です。

【Ｐ Ｒ】クライアントが求める以上の細やかな配慮を含めた製品造りを実施して
います。
また設計から部品調達、製造、動作確認まで一貫して実施しているので、
設計変更、代替部品選択等、迅速かつ的確に提案することが可能です。

【事業内容】直近の課題である、人手不足において、今後ロボットやIoTを駆使し、
いろいろな自動化(FA)補助装置などの開発、設計、製作を手掛けて
います。どうぞ皆様お気軽にお声掛けください！

【Ｐ Ｒ】これからの人手不足を解消するために、医療や生産工場などで活躍する
ロボット・装置を皆様にご提供できるようにと考えております。
皆様のお役に立てる企業・事業体をめざしてこれからも頑張りますので
どうぞよろしくお願いします！

堺の特産品を使用した洋菓子製造による知的・精神障害者、ニート、引きこもりの経済的自立支援を中心
に行っている株式会社グランディーユが、日本各地の特産物をスイーツに変えた「旅するイリゼ」シリー
ズの「堺版」を完成させました。
「旅するイリゼ 堺」は、原材料を全て堺産で揃えた低アレルギークッキーです。
ここで使われている堺産の素材は、美原区の農家吉田さんの無花果をフリーズ
ドライ加工したもの、南区の上神谷(にわだに)米をポン菓子加工したもの、そして
美原区の古代米米飴(堺区あるへい堂さんの米飴使用)を使用しています。
近々、中百舌鳥（堺市産業振興センター）に、カフェ「ＩＲＩＳＥＲ（イリゼ)」が移転オープン
します。お楽しみに！

卒業企業の(株)グランディーユが、「旅するイリゼ 堺」を完成しました！



(株)アンリミット <324号室>

代表取締役 藤井 智英さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
元々大手家電量販店のインターネットショッピングの部署で楽天市場

やヤフーショッピングといったショッピングモール事業の立ち上げな

どをやっていた経験から、そのノウハウを活かし、「なりたい自分」、

「ありたい自分」をテーマに事業の構想を立てました。量販店時代に

楽天やヤフーの年間アワードを連続受賞したことで、一つの区切りと

思い、起業に至りました。量販店は、とにかく物量と価格競争という

世界で、どちらかというと後追いの世界です。モノ余り、大量消費の

時代の中にあって、「モノ」ではなく「コト」を必要としているので

はないか、量販店のスタイルは自分の本当にやりたいことなのか、自

問自答してきました。そんな中で、まだ世に浸透していない新興メー

カーやブランドといったものを発掘し、ライフスタイルを提案してい

くことが心身の豊かさにつながっていくのではないかと考え、テーマ

に沿った暮らしの見えるサイトを構築していくことにしました。

Q．事業内容は？
主要販路は楽天やヤフーショッピングといったネットモール媒体です。

大手家電メーカーの製品等はあえて扱わず、インテリアやデザイン系

の家電や雑貨を中心に国内外のメーカー、ブランドを発掘、取り扱っ

ており、量販店などでは扱っていないものが大半を占めます。認知度

の低い新興プロダクトは販路開拓とブランドイメージの維持向上に苦

慮しており、弊社がブランディングを意識したページを作り拡販して

いくことで、両者ともに発展していきたいと考えています。もちろん、

弊社自身の認知や販売力の向上も並行した課題ですので、日々サイト

の改善や商材開拓に邁進しています。

Q．S-Cubeに入居していかがですか？
インキュベーション･マネージャーのサポートや他の企業様との交流は創業間もない中での不安を払しょく
できる大きなメリットだと感じています。色々と学びを重ねながら、事務所の増床、従業員の雇用、販路
の拡大(実店舗)、新規事業の立ち上げなどに挑戦していきたいと考えています。

創 業：2017年
資 本 金：500万円

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）

※新興家電製品等の提案型ネット販売

アンリミット楽天店

▼楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/un-limit/
▼ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/unlimit/

http://unlimit-net.com



《H30.3月末日退居企業》

今後ともよろしくお願いします。
■スターワン(株)  （代表取締役 上尾光一氏）

市内で事業継続

【開 校 期 間】平成30年５月１日(火)～平成30年７月3１日(火)

【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30年４月2３日(月)まで

【申込用紙・詳細】 http://www.s-cube.biz/content/684_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

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！！

＜無料託児サービスあり＞
※事前にお問合せください。

無料

４月から新たに着任いたしました。
S-Cubeとは長らく関わらせていただいていますが
働かせていただくことは初めてで勉強させていただ
くことばかりです。
精一杯取り組みますので、何かございましたらお声
がけいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

4月からS-Cubeでお仕事をさせて頂く事になりま
した。施設管理を中心に担当させていただきます。
3年ぶりの復帰です！
みなさん、どうぞよろしくお願いします！

《S-Cube新任のお知らせ》

統括マネージャー 西浦 伸雄 短期臨時職員 三ヶ﨑 裕美

※ ３月末日をもって前任の事業担当マネージャー中村、短期臨時職員の橋本は退職いたしました。
在職中は、大変お世話になりました。



編集ひとこと： はや、桜も舞い散る季節となりましたが、皆様におかれましては、
新年度を迎えられ、新たにスタートを切られた方も多いかと思います。
気持ちも一新、新たな目標に向けＧＯ！(^^)

桜といえば、紀伊半島で新種がみつかったと報道されましたね。
日本の野生種のサクラは、数少なく、100年ぶりの発見だとか・・・
鮮やかなピンクのクマノサクラ、この花のような可憐さをめざそうかな・・・ （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


