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ピザの会主催の「ビジネスコンテスト」で、
入居企業のPaletteJapanが金賞を受賞！

プログラム・申込ページ

11月7日(土)、S-Cubeの入居企業・
Palette Japan 代表の太田智子さん
が、女性中小企業診断士が運営する
「ピザの会・事業ステップアップコン
テスト」に出場。 「日本の伝統工芸
つまみ細工を世界に広める！」のテー
マでプレゼンテーションを行い、みご
と金賞を受賞されました。
審査員からは、日本の伝統工芸を世界
に広めていく実現可能性、事業の成長
性、計画性が高く評価されました。太
田さん おめでとうございます。

-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。

＜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

申込ページ

PaletteJapan 代表 太田智子さん

＜第５回講座＞
【日時】令和2年12月11日(金) 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/1669491/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



(株) S-Computing <324号室>

代表取締役 岡本 公明さん

Q．主力事業に取り組むきっかけは？
大阪府立大学(以下府大とする)で産学官連携の仕事をしていた時に、中小企業からAIやICTの相談を受け府大

の先生にお願いすることがあり、中小企業の困りごとをAIやICTで解決できることが多いと感じました。

AIやICTを使いデータによって解決できれば、課題そのものだけでなく、データ分析によりその原因を突き止め

解決することも可能であり、生産性の低い日本の製造業の中でも特に低いと言われている中小企業の生産性の向

上のお手伝いができると思い起業しました。

Q．事業内容は？
■中小企業向け撮像分析装置の開発

現在、大手メーカー等の汎用外観検査装置はありますが、外寸を測

るだけのもので、価格は1000万円近くします。個々の企業がキズ、

色、凹み等の異常を検知する装置を発注すると価格は最低でも

2000～3000万円はかかりコストパフォーマンスを考えると高額

で採用することができないのが現状です。同じような機能を持つ装

置の販売価格を500万円以下に抑え、中小企業が人手でやる目視検

査を代替させることをめざしています。

また、キズ、色、凹み等の異常をAIで検知する仕組みを府大の先生

との共同研究により開発しています。現在は右上の図ようにカメラ

で撮った画像よりキズ等の異常を検知できるようになっています。

将来的には人の行う目視検査を代替できるような外観検査装置にす

るために平面だけではなく、複雑な立体物でも応用できる仕組みを

開発できればと考えています。

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。
S-Cube入居のメリットは、インキュベーション・マネジャーが色々と相談に乗ってくれたり、施設の管理を

きっちりとやってくれたり、家賃補助の制度があったり等、通常新たな事業を起こすにまつわることを手伝って

頂け、事業に注力できる環境です。

現在は、開発に集中していますが、本装置を早期に完成させ事業化させることをめざしております。

創 業：2019年
資 本 金：100万円
社 員：２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）

※中小企業向け撮像分析装置の開発

カメラで撮ったキズ キズのデータ分析

撮像分析装置イメージ図



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】②令和2年１１月１２日(木)、③１２月３日(木) ※1回めは、10/22に終了しています。
【時間】各日とも18:00～20:00
【費用】各500円
【会場】S-Cube１階多目的会議室 ※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。
11.12講座申込⇒https://peatix.com/event/1665100/view
12.  3講座申込⇒https://peatix.com/event/1697329/view

第２回創業ビジコン「ビジネスプラン・コンテスト2020」開催！

経営実務勉強会2020 開催中！

▼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

【最終審査(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)】令和３年３月２３日(火) 

※一次審査通過者は、さかい新事業創造センター[S-Cube]の
専門家による「ビジネスプラン・ブラッシュアップ講座」を
受講し、事業プランをさらにブラッシュアップし、最終審査
に臨んでいただけます。

※「ビジネスプラン・ブラッシュアップ講座」
令和3年１月８日(金)～３月１２日(金)の期間、全６回
講座内容は、事業計画書のブラッシュアップ、最終審査会に
おけるプレゼンテ-ションのアドバイス

【主催】大阪信用金庫、(株)さかい新事業創造センター、
堺商工会議所、(公財)堺市産業振興センター

【協賛】南海電気鉄道（株）
【後援】近畿経済産業局、大阪府（予定）、堺市、日本政策金融公庫、

フューチャーベンチャーキャピタル（株）
【協力】大阪信用保証協会、泉佐野商工会議所、貝塚商工会議所、

岸和田商工会議所、和泉商工会議所、泉大津商工会議所、高石商工会議所、
大阪府立大学、桃山学院大学

新しいアイデアとチャレンジ精神を持つ創業者や起業をめざしている方
等のビジネスプランを広く募集しています！

【エントリー締切】令和２年１１月３０日(月) 

【詳細・エントリーシート】
https://www.osaka-shinkin.co.jp/campaign/bizcon2020/index.html

•優秀賞（創業部門） 賞金10万円（1件）
•優秀賞（第二創業部門） 賞金10万円（1件）
•夢やさかい賞 賞金5万円（1件）
•アトツギセッション賞 賞金5万円（1件）
•努力賞 賞金3万円（未受賞者全員）
•特別賞（南海電鉄賞）

駅舎ホテル「NIPPONIA HOTEL 高野山
参詣鉄道 Operated by KIRINJI」宿泊ご招待

https://www.osaka-shinkin.co.jp/campaign/bizcon2020/index.html


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：
セーターやコートが欠かせない時期になってきましたね。季節の移り変わる日本

の気候・景色は、とっても好きなのですが、年々大好きだった冬がつらくなってきたこ
の頃(><)。昔は、、白銀の世界に飛び込んで、楽しく過ごしていたものですが、今は、

外に出ることもすっかり少なくなって身体がなまってきています。頭のなかではしっか
り運動しているのですが、、、(苦笑) （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。


