
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】

2017年7月にお引き渡しをした
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。

home introduction

event info July・August
2018

※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。

●ジャグジー付き屋上庭園のある住まいが完成しました。
誰にも邪魔されない屋上で、バーベキューをしたり、ゆっ
くりジャグジーに入ったり、バーカウンターでお酒を楽しん
だり。屋上での楽しみ方の可能性が無限に広がる家です。

●会場／高浜市論地町〈10：00-17：00〉

7.7sat,8sun
casa sky  OPEN HOUSE

●塗り壁と無垢材を使った、平屋の住まいが完成しまし
た。屋根のついたデッキは、オールシーズン&全天候型の
まさにアウトドアリビング。庭とつながる空間が、暮らしを
何倍も楽しくします。

●会場／西尾市八ツ面町〈10：00-17：00〉

7.14sat,15sun,21sat
casa cago  OPEN HOUSE

SPECIAL EVENT  第８回 夏フェスタ

※イメージ

●恒例の夏フェスタ。いつも応援してくださる皆さんへの
感謝の気持ちを込めて今年も開催します。好評の『流しそ
うめん』、『お楽しみ屋台』準備万端！お楽しみ盛りだくさ
ん。ぜひご家族揃ってお越しください。

●会場／Design Labo〈10：00-16：30〉小雨決行・入場無料

7.22sun

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

　私たち家族がこの家とシンカさんに出会ったのは、家探しを始めてすぐのことで
した。妻の「屋上にジャグジーがある家が見てみたい」という一言をきっかけに、
シンカさんに伺い、水野さんにcasa skyの物件を見学させていただきました。家の
雰囲気と開放感のある屋上に圧倒され、この家に住みたいと強く思いました。
　家のことにも資金計画にも知識不足な私たちでしたが、担当の水野さん、寺島さ
んがとても親身に話を聞いてくれ、相談にのっていただきました。融資の際も色々

わからないことがありましたが、近本さんがとても丁寧に説明してくださいました。
　今では休みの日に青空の下で子供とジャグジーに入ったり、妻とお酒を飲んだり
して屋上を満喫しています。本当にこの家に住めてよかったと思います。この家とシ
ンカの方々に出会えて本当によかったです。担当していただいたシンカの皆様、本
当にありがとうございました。これからも末長くよろしくお願いします。
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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

7.29sun

必要な部屋の数だけで、組み合わせて作る“平屋”の暮らしジャグジー付き屋上庭園のある住まい。

REPORT&NEWS 
限界突破！

ありがとうの溢れる家づくり

シンカ現場監督によるお家のメンテナンス教室

第 3回おうち知っ得会開催！

シンカ公式 SNS続報！

シンカスタッフ募集中！

PROJECT 02

 第４回しばふプロジェクト

CINCA CLUB

シンカ倶楽部お得情報！

PROJECT 01

 第 2 回しんか米プロジェクト



園児達、保護者の皆様、協賛企業のSOLDELIさん・あおみ法務事務所さん、山本
造園さん、保育士の皆様、シンカスタッフ、総勢約160名で一緒になって芝生を貼
りました。園児に大人気のしばふレンジャーが再び登場し、子供も大人も、元気いっ
ぱいに芝生貼りから目土入れ、水まきまで行いました。最後には、芝生の管理を
するための芝刈り機をプレゼント。これから芝生をみんなで可愛がってあげてく
ださいね♪

今回のしばふプロジェクトには高浜市と、高浜市社会福祉協議会に後援
いただき、たくさんの地域のお店にも協賛いただきました。ご協力・応援
してくださった皆様、本当にありがとうございました。これからもシンカで
は地域の活性化、子供達の笑顔のために、芝生プロジェクトを続けてい
きたいと考えております。応援よろしくお願いします！

5月15日、第18 期シンカ協力業者会一進会の総会と、それに先立
ち災害防止安全大会を開催しました。第19 期の会長は（株）イフ
の内藤大輔社長です。そして今年のテーマは『限界突破！ありがと
うの溢れる家づくり』。シンカと一進会が一体となって、安心してお
任せいただける現場づくりに尽力してまいります。

限界突破！
ありがとうの溢れる家づくり

シンカ現場監督によるお家のメンテナンス教室

第3回おうち知っ得会開催！

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

CINCA CLUB
【シンカ倶楽部お得情報！】

お得なサービスが受けられる加盟店が
たくさん加わりました！ぜひご利用ください！

6月23日、第4回目のしばふプロジェクトを
開催しました。今回ご協力いただいたのは、
高浜市呉竹町にある社会福祉法人知多学
園 吉浜保育園さん。当日は雨が心配され
ましたが、なんとかもちこたえ、みんなで元
気に芝生を貼りました♪

6月2日、小池町のTERRACE_HAUSにておうち知っ得会を開催し
ました。今回はサッシの調整と、網戸の張替えを参加者の皆さんと
実践！ 大人もお子さんも楽しんで参加できました♪ 定期的に開催
する『おうち知っ得会』。お家のメンテナンスでこんなことがやりた
い！など意見などございましたら、お気軽にご連絡ください。

シンカSNSにたくさんのフォローといいね！の応援
いただき、ありがとうございます！ これからも楽し
い情報を届けていきますので、周りの方やお友達
にもシンカSNSをご紹介ください♪

笑顔あふれる正直で真っ直ぐな方を募集しています。
営業担当、設計・コーディネイト担当、外構・施工管理
担当、企画・販売促進・営業サポートなど、職種・時間・
給与は応相談です。お気軽にご連絡ください。

フォロー&いいね！の協力お願いします！

シンカ公式 SNS 続報！
まだまだ募集中！

シンカスタッフ募集中！PROJECT 02
【 第4回しばふプロジェクト開催】

園児と一緒に芝生貼りイベント！

◎イベント情報
◎家づくり

101フォロワー（2018/6/20 現在）500目標！

644いいね！（2018/6/20 現在）1000目標！

◎施工例
◎フォトギャラリー

TEL：0566-54-0555（採用担当・菅原まで）
MAIL：sugawara@cinca.co.jp

入会金無料！

TEN TENNIS SCHOOL

ソフトドリンク
1杯づつサービス！

1グループ全員に

牛門

※注意事項あり。
シンカ倶楽部サイトにてご確認ください。

スギコーヒーロースティング（高浜本店）

今月の豆100gパック
5％OFF！

SOLDELI

キッシュ10％OFF！

ランチ50円OFF！
ディナー100円OFF！

欧華和里

QRコードからご登録いただき、加盟店サ
ービスからクーポンをご利用ください。

今すぐ無料メンバー登録！ ランチデザートが
豪華バージョンに！

1グループ全員！

※オーダー時に必ず CINCA倶楽部の
クーポン画面をご提示ください。

レストランOmi

しばふプロジェクト2018　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 café

・EXODUS
・おかしやみづき
・欧華和里
・音楽のように
・カフェ・ガーデン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
・キララ歯科
・牛門
・くれーぷやさん オレンジボックス
・黒田商事株式会社

・コインランドリーしゃぼん
・Salut
・菜食健美 美卯
・スギコーヒーロースティング
・SOLDELI
・79Y

・Birth・hair・design
・美容院 RUMI
・hair・garden・Spica
・紅屋本店
・まるよし鍼灸接骨院
・みすぎ

・レストランOmi
・弥助
・安兵衛
・有限会社 パピヨン 本店
・吉浜クリニック
・和風レストラン竹善

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！

皆様の暮らしをより豊かにするシンカ倶楽部。皆さま、カード
からウェブに移行できましたでしょうか？ 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、下記のQRコード
から無料会員登録をお願いいたします。まだカードをお持ち
の方は、残りのポイントをこちらで移行いたしますので、カー
ドをシンカまでご持参くださいませ。

6月17日（日）、OBのみなさんとスタッフで田植えに汗を流
してきました。OBの中川さんから熱血指導を受け、お手伝い
いただきながら田植えスタート。お子さんも大人も、泥んこ
になりながらも楽しく、真剣に田植えをしていました。
「お米作りってこんなに大変なんだ。」
とOBのお子さんがポツリ。
毎日食べているお米のありがたみを感じていただけました。
年末恒例のおもちつき大会では、今回作ったしんか米でお
餅をつきますよ！ 皆さんお楽しみに！

■10kg…3,000円（ひと家族 10kgまで）
■新米入荷…2018年11月ごろ
■予約・お問い合わせ
　TEL.0566-54-0555 / e-mail.sugawara@cinca.co.jp

PROJECT 01   【 第2回しんか米プロジェクト開催 】
みんなでワクワク田植え体験！

しんか米（新米・あいちのかおり）ご予約承り中！


