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10月号 No154

はじめまして！！

Ichigo CREATIVE BASEMENTS  代表 山野邊 笑子さん <オフィス302号室> 

【事業内容】ロゴマーク/商品パッケージ/カタログデザインから、映像制作/Web
デザインなど、ブランディングに関わる様々なデザイン開発および提
案

【Ｐ Ｒ】デザインの力で、様々なお悩みにご提案させていただきます。拠点と
なる大阪/堺エリアで同じく頑張っておられる事業者の方々と取り組み
させていただき、地元に貢献できればと思っています！

S-Cubeに新しく入居された方を
ご紹介します♪

プログラミング講座 実践編「3チーム限定！実際にビジネスで使うWeb

システムを0から開発しよう！」キックオフ会を行いました！

10月7日(水)、S-Cubeにて、「プロ
グラミング講座実践編」キックオフ会
を行いました。
TRUNK(株)の西元代表と池内講師も
S-Cubeにお越しいただき、参加者
（３チーム）とともに、これから3ヶ月
で開発するシステムについて目標を設
定しました。
３ヶ月後の各チームのシステム開発完
成が待ち遠しいです。

Aチーム

-Cubeに新しく入居された方を
ご紹介します♪

事業成長をめざすスタートアップのための支援プロジェクトさかいアクセラ「SaCLa」

さかいアクセラレーションプログラム開催中！

堺・なかもずに、スター トアップをバックアップする素晴らしいホンマモンの講師を
お招き し、スタートアップに必要な知識とネットワークを体得できる講座 ・セミナー
と交流会「さかいアクセラレーション・プログラム」を開催しています。
スーパーバイザーに（株）アカデミック・ギャングスターの中川卓也氏をお迎えし、
プロデュースいただきました本格的なアクセラレレーションプログラムです。

プログラム

＜第４回講座＞
【日時】令和2年1１月1６日(月) 18:00～21:30
【会場】さかい新事業創造センター[S-Cube]１階 多目的会議室

(堺市北区長曽根町130-42 なかもず駅徒歩4分)
※ご来場は、公共交通機関をご利用ください。

【申込】peatixから申込ください。⇒https://peatix.com/event/1666315/view
【問合せ】さかい新事業創造センター[S-Cube] e-mail jigyou@s-cube.biz

第1部講座講師 第2部先輩起業
家セミナー講師

Ｃチーム Bチーム



(株)WAVES <221号室>

代表取締役 近藤 弘潤さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
わたしは、前職の田中貴金属工業株式会社に勤務している時に、半導体製品や電子部品に使う貴金属材料につい

て、国内外での営業やマーケティング、製品開発に携わっていました。

前職とのビジネス領域に抵触しない材料分野で、米国の材料メーカーにカスタム対応をお願いし、お客様のニー

ズに応える営業活動をしております。また、米国企業からのアジアエリアの業務の委託を受けております。

昨今のコロナ禍において、業界展示会が中止されるなど、当初想定していた新規開拓の場がそもそもなくなり、

もう一つの事業を立ち上げました。新規事業として、上記と並行して懇意にしている先輩社長の勧めもあり、

No.2の方のビジネスコーチングや問題解決コンサルをしております。

Q．事業内容は？
①材料事業

半導体製品、電子部品の電気回路に使うアルミや銅、チタンなどの

合金材料について、お客様の要請される特性アップを目指した開発

を米国材料メーカーと行い、提案させていただきます。

従来材料メーカーは、大量生産型に特化したプロセスであるため、

なかなかニッチ材料の開発や生産には前向きな状況ではありません。

そのような課題を解決すべく対応しております。

②コーチング事業

会社の未来を考える社長と現場を統括するナンバー２の方の間では、見ている領域の違いから言葉や思いのすれ

違いが起こることがよくあります。そのすれ違いは現場とのビジョン共有にまで影響を及ぼします。そこで、わ

たしは社長とナンバー２の方の間に入り、社長のビジョンを翻訳するお手伝いをしています。また、ナンバー２

の方の成長に関する目標設定や結果を出すための行動への伴走をさせていただくこともあります。

Q．S-Cubeに入居していかがですか？また、今後の展望をお聞かせください。
ものづくりに関わる材料事業と後継者育成のコーチング事業の知見や経験がそれぞれの事業に良い影響が見込め

ることから、さらに業種業態問わず取引先を開拓したいと考えています。

現在は大手電子部品メーカー２社、語学スクール運営会社、アパレル企業、飲食関係といった多岐にわたるお客

様がいらっしゃいます。

今後は、後継者育成をキーワードに顧客を開拓したいと考えています。

創 業：2019年
資 本 金：100万円

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）

※半導体向け薄膜金属材料の製
品開発及び輸出入

http://www.waves-ltd.com



■ＫＨスタッフステーション(株)

代表取締役 平野 祥之氏

堺市内に拠点を移して

事業継続します。今後ともよろしくお願いします。

《R2.9月の退居企業》

売りたいものやサービスが決まれば、「どのように売るのか、どのような販路があるのか、原価はい
くら必要か、どういった経費があるのか」など様々な決め事が出てきます。
それをしっかり計画立てていきませんか。
まず、しっかりとした計画づくりを学び、商品・サービスの優位性や売れるための購買心理などマー
ケティングの基礎も学べます！
【日程】令和2年１０月２２日(木)、１１月１２日(木)、１２月３日(木)  の３回講座
【時間】各日とも18:00～20:00
【費用】連続講座 1,000円 単発講座 各500円
【会場】さかい新事業創造センター[S-Cube]１階 多目的会議室

(堺市北区長曽根町130-42 なかもず駅徒歩4分) ※ご来場は、公共交通機関をご利用ください。

【申込】peatixから申込ください。
連続講座申込 ⇒https://peatix.com/event/1593197/view
10.22講座申込⇒https://peatix.com/event/1665069/view
11.12講座申込⇒https://peatix.com/event/1665100/view
12.  3講座申込⇒https://peatix.com/event/1665103/view

▼U30向け・オンラインイベント

「SDGsをビジネスで実践！ソーシャルビジネス発案講座」

経営実務勉強会2020 開催！

▼PartⅣ(会計税金資金計画等)講座
【日程】令和2年１２月１７日(木)、令和３年1月１４日(木)、２月４日(木)  の３回講座
【時間】各日とも18:00～20:00
【申込】近日中に公開

▼PartⅢ (経営していくための計画作りと営業戦略)

詳細
⇒https://www.s-cube.biz/3165.html

SDGsや社会課題に興味のある人必見！ソーシャルビジネス発案講座をオンラインにて開催します。

【開催日時と講座内容】 全3回講座 全て月曜日18:30〜20:30

［1］10/26

・SDGsとその重要性の説明
・ソーシャルビジネス事例紹介
・チームでビジネスアイデア発想

[2]11/2

・ユーザーストーリー作成
・ビジネスアイデアブラッシュアップ
[3]11/9

・プレゼン発表、・フィードバック

【参加方法】

エントリーフォーム⇒

https://forms.gle/DzBgFpecNJ6pzQVw6

【費用】参加費無料

■(株)ＦＭＳ

代表取締役 芝本 智広氏

堺市内に拠点を移して

事業継続します。

S-Cubeだより
特別号(VOL.17)発行！
今回は、クリニックに特化した事務長代行業務を
おこなう関西･医療総合サポートセンター、暮らし
に合わせた照明空間デザインを行うマイデジーノ
(株)、建設業における寄宿舎の管理･賄い業を行う
青雲給食(株)の３者を紹介しています！



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。

編集ひとこと： あんなに暑かった夏も、初冠雪のニュースが聞こえてくる季節
になりました。 歩いていると、どこからかいい香りが風に乗ってやってきます(食べ
物のおいしそうなかおりじゃありませんよ！花の香ﾃﾞｽ(^^))。香りって、鼻から脳に伝

えられ、自律神経のバランスが整うことで、身体の緊張や気持ちがほぐれ、心身とも
にリラックスできる効果がありますよね。 過ごしやすくなった日々、いろんなことが起
こり緊張した身体を癒してください。 （Y）

【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㎡）
39,000～130,000円
(7,500～25,000円)

R&Dラボ（30.0～50㎡）
66,000～110,000円
(15,000～25,000円)

マルチラボ（80㎡）
184,000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 HP https://www.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

令和2年4月より、オフィス、R&Dラボ、マルチラボの月額賃料を上記の金額に改定します。


