
7月28日、大好評の夏フェスタを開催。恒例のかき氷や流しそうめん、
ヨーヨー釣りやワークショップの他、新しく登場したマルシェ、フリマ、
ベトナム雑貨、そして大人も子供も参加型の腕相撲 & あっち向いて
ホイ！ のイベント開催！進化した夏フェスタを楽しんでいただけたで
しょうか？ 今回もご協力いただいた、一進会の皆さん、東邦ガスさん、
KATCHさん、テラスハウス出店者さん、ミセススタッフさん、そして、
来てくださった皆さま、本当にありがとうございました！

今年も大好評！
第9回 夏フェスタ開催！

シンカ協力業者会・一進会研修会

　　　　　　　　  『契約不適合施工例』
      （一社）住まいと土地の総合相談センター  代表理事 市村 崇 氏

PERORT & NEWS 【 CINCAでの最新 出来事レポート&ニュース 】

8月1日、中立的な立場であるホームインスペクター市村様に講演をし
ていただきました。日々、お客様から住宅のことで色々な相談を受け
ている市村様から、どのようなものが「契約不適合」となるのか、お
客様が求めているものは何なのかを学ぶことができました。これか
らもお客様に「安全」と「安心」を与えられるよう努めてまいりましょう。

PROJECT   【 第5回しばふプロジェクト開催 】

　　　　　　　  ×カフェガーデン POTコラボイベント
テラスハウスマルシェ開催！
8月21日（火）に高浜市小池町にあるTERRACE_HAUSと、カフェガー
デンPOTさんでテラスハウスマルシェ ～ハッピーサマー～を開催し
ました。お子さんから大人まで、たくさんの方にご来場いただき、と
ても賑やかで楽しいマルシェでした♪お越しいただいた皆様、たく
さんの出店者さん、本当にありがとうございました。次のマルシェは
10月下旬に企画中です♪お楽しみに！

CINCA CLUB
【シンカ倶楽部お得情報！】

しばふプロジェクトに協賛してくださった
Salutさんと石川薬局さんが加盟店に加わりました！

ぜひご利用ください！

たくさんのご協力ありがとうございました！　これからも私たちと一緒に地元を盛り上げていきましょう！

しばふプロジェクト2019　協賛企業（敬称略）
・青木堂
・あおみ法務事務所
・アジアンキッチン サマナ
・石川薬局
・魚松
・ES cafe
・EXODUS

・おかしやみづき
・欧華和里
・オザキ時計店
・隠れ家 ぼちぼち
・Cafe Garden Pot
・cafeけやきの杜
・株式会社 ティ・エス・シー

・株式会社 屋根技術研究所
・株式会社 内藤モータース
・株式会社 ほけんの 110 番
・ガレット&カフェ Fairy House
・キララ歯科
・牛門
・コインランドリーしゃぼん 高浜店

・コパンスポーツクラブ高浜
・黒田商事 株式会社 
・Salut
・菜食健美 美卯
・スカイラーク
・スギコーヒーロースティング
・ストレッチジム ゆる～む

・SOLDELI
・たかはまスポーツクラブ
・ten tennis school
・なかの接骨院
・79Y
・Birth hair design
・美容院 RUMI

・hair garden Spica
・まるよし鍼灸接骨院
・レストランOmi
・八百甚
・弥助
・安兵衛
・有限会社 パピヨン 本店

・有限会社 上鬼栄
・吉浜クリニック
・和風レストラン竹善
・大塚 豊／咲予 様 

RESULT
【フォトコンテスト結果発表 !】

どれも素敵な写真ばかり。
たくさんのご投稿ありがとうございました！

夏フェスタで、インスタグラム・フォトコンテストを開催。皆さ
んが夏フェスタを楽しまれている様子をインスタグラムで見る
ことができました♪ご投稿、本当にありがとうございました！

フォトコンテスト

　2019夏
フェス

タ・フォトコンテスト開催！

シンカの夏フェスタでインスタ映え写真を投稿しよう！

結果発表

　今年で5回目となる、しばふプロジェクトを 6月25日（火）、高浜市立高浜南部
幼稚園さんで開催しました。当日は気持ちの良い晴天の中、朝早くから園児、保
護者、先生方、シンカスタッフ総勢約180名が集合。
　今回、初の高浜市立の幼稚園で開催！ということで、吉岡市長も応援に駆け
つけてくださいました。高浜の山本造園さんに芝生の貼り方を教えていただき
ながら、全員で芝生貼りから目土入れまで行いました。
　今年も高浜市と、高浜市社会福祉協議会にご後援いただき、たくさんの企業・
店舗さんから協賛をいただきました。ご協力いただいた高浜南部まちづくり協
議会さんからは、参加者全員にかき氷のプレゼント！地域の皆様と一丸となっ
て『第5回 しばふプロジェクト』を盛り上げることができました。ご協力してくださっ
た皆様、本当にありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします！

5年連続開催！5年連続開催！

吉岡市長による
始貼式を実施！

シンカから
高浜南部幼稚園さんへ
芝刈り機のプレゼント。

『デザートをグレードアップ』
または『アイスサービス』

今すぐ無料メンバー登録！　お友達にも紹介してね♪

Salut

店舗限定商品！
足の消臭剤『GRAN'S REMEDY』

2,980円→2,600円！
石川薬局

QRコードからご登録いただき、加盟店サービスからクーポをご利用ください。

インスペクターが指摘する

A賞 B賞 C賞

@chuno_came 様@sayakann 様@emama0821

シンカインスタグラムをチェックしよう！

●イベント情報 ●施工例 ●家づくり情報 が見れちゃう！
@cinca_takahamaで検索してね！

皆様の暮らしをより豊かにするシンカ倶楽部。 登録はお済みでしょう
か？まだの方は、シンカアプリホームの左下・シンカ倶楽部または、
右記のQRコードから無料会員登録をお願いいたします。



CINCA Office

TERRACE_HAUS

〒444-1305 愛知県高浜市神明町一丁目1番地24
TEL：（0566）54-0555 ／ FAX：（0566）54-0558

〒444-1303 愛知県高浜市小池町五丁目5番地5
シェアショップ＆レンタルスペース

Design Labo

SHARESラグーナ蒲郡

〒444-1332 愛知県高浜市湯山町二丁目3番地8
TEL：（0566）52-0444 ／ FAX：（0566）52-0445

〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町２丁目７番地３
泊まれる住宅展示場【casa cago】

2018年6月に完成した
高浜市K様から家づくりのお話を聞かせていただきました。

どなたでもお気軽にご参加ください。
ご紹介もお待ちしております。
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シンカ協力業者会・一進会研修会

第 9回夏フェスタ開催

テラスハウスマルシェ開催
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第 5回しばふプロジェクト開催

CINCA CLUB

シンカ倶楽部お得情報

RESULT

インスタグラム
フォトコンテスト結果発表

home introduction

event info September・October
2019

※予定は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新の情報は当社HPでご確認ください。

シンカのスマートフォン
アプリ配信中！

“cinca”で検索！ フォローしてね！

Tel.0566-52-0444 Tel.0566-54-0555イベントについて C-TANK新聞について

お家のこと、イベントのこと、C-TANK新聞のこと、なんでもお気軽にお問い合わせください

　私たちがCINCAに決めたポイントは『細かいヒアリング』でした。家づくりをスター
トした当初、何をしていいのかわからず､定番の大手メーカーの住宅展示場に何度
も行き、たくさんのメーカーの話を聞いていました。中には性能面に惹かれて「ここ
に決めるんだろうな」と思うメーカーもありましたが、何か不安があり、モヤモヤして
いました。
　そんな時に妻の知人から「大手もいいけど、地元の工務店も融通が利くしいいと
思う。」とアドバイスをいただき、せっかくならと私たち夫婦の地元、高浜のCINCA
の話を聞いてみることにしました。
大手メーカーのようなガツガツした自社商品のアピールばかりということはなく、ヒ
アリングシートを元にした聞き取り、ファイナンシャルプランナーさんとの今後のお
金の試算等、時間をかけて私たち家族のことを知ろうとしてくれた姿勢に、

 「ここなら本当に自分たちに合った家を作ってくれる」また、「自分たちでも家を建ててい
いんだ」と自信をつけさせてくれました。
　打ち合わせでも、意見の割れやすい私たちにはっきりとプロ視線で良い・悪いのアドバ
イスをしてくれ、きちんとこちら側の要望を理解してくれているので、提案もスピーディでと
てもやりがいを感じました。
　家が完成して１ヶ月が経ち、CINCAとの出会いからはまだたった1年半程しか経っていな
いことに驚くほど、家づくりは濃い経験になりました。まだまだ伝えきれないくらいの気持
ちがありますが、今後も長いお付き合いの中で思い出話としてできたらいいと思います。
私たちと同じように家づくりで迷われている方の参考になれば…。CINCAの皆様、本当に
ありがとうございます。今後ともお付き合いの程、よろしくお願いいたします。
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お客様とシンカをつなぐコミュニケーションマガジン

SEPTEMBER 2019

SPECIAL SEMINER 
初めての家づくりセミナー

●納得して住宅購入するための家づくり勉強会を開催。

●会場・駐車場／CINCA・Design Labo〈14：00-15：30〉
◎ご予約は2日前までにお願いします。

完全予約制

※イメージ

9.21sat●美味しいスイーツとこだわりのコーヒー片手に、あなた
らしい家づくりに合った物件を見つけるチャンスです。未
公開物件も多数ご用意！高浜市内や周辺の物件や、最新
の土地情報からあなたにぴったりの物件が探せます。

●会場・駐車場／CINCA・Design Labo〈10：00-18：00〉

9.14sat,15sun
SPECIAL EVENT 土地カフェ

※イメージ

※イメージ

OPEN HOUSE  注文住宅完成見学会

●古材で造りつけたカウンターや壁、床材など、素材感が
ありながらも、可愛すぎない、大人な西海岸スタイル。

●会場／知多郡東浦町〈10：00-17：00〉

9.28sat,29sun

完全予約制

※イメージ

Rasia  MODEL HOUSE
●会場／高浜市
◎ご予約は2日前までにお願いします。

完全予約制

●あなたのお気に入り、こだわり、そしてライフスタイルで
あなただけの住まいづくり。 “好き”をセレクト、楽しくカス
タムする、新しいデザイン住宅のカタチです。


