
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。

1.11sat,12sun
●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しております。お気軽にお越しく
ださい。

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

1.11sat,12sun,18sat,19sun

SPECIAL EVENT 土地カフェ

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】

2019年1月にお引き渡しをした
西尾市O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。

REPORT&NEWS 
みんなで作ったしんか米を使っておもちつき！

2019 感謝！もちつき大会開催！
フォトコンテスト結果発表！

テラスハウスマルシェ開催！

CINCA RUN CLUB選抜４人

高浜市民駅伝大会出場！

BIG NEWS!

シンカの商品住宅
限定１名 オーナー様募集！
CONGRATULATIONS

幸せいっぱいのお引き渡し式！

MESSAGE

新春・社長放談『ワンチーム』

home introduction

January・February
2020

SOPRANOⅡ  MODEL HOUSE

※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。

●会場／高浜市呉竹町
◎ご予約は2日前までにお願いします。

完全予約制

●2階リビングの中心にカウンター付きのアイランドキッチ
ン。バルコニーも繋がり、自然の光と風を周囲の環境に左
右されずにたっぷりと室内に取り込む住まいです。

●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

OPEN HOUSE  注文住宅完成見学会

●会場／CINCA・Design Labo ◎予約制〈10：00-17：00-〉

完全予約制

●シルバーブラウンの外壁と四角い窓が目を引く、落ち着
きのある住まい。アプリ、HP、お電話にてご予約ください。

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

1.18sat

　シンカで建てた友人のおしゃれな家を見て、  「私たちもいつかこんな家に住みたい。」
と思い、  紹介してもらったのがきっかけで、念願のマイホームをシンカで建てることを決
めました。 シンカの皆さんはとても話しやすく、毎回打ち合わせに行くのが楽しみでした。  
私たちの好きなものやイメージを伝えると、打ち合わせの度に  「こんなの好きそうだなぁ
と思って。どうですか？」と、  想像以上の素敵な提案をしてくださいました。  それが本当
に形になっていくのを見てとても感動し、シンカを選んで良かった！！と心から思いました。  
　こだわりが強く、ああしたい、こうしたいといったわがままな要望にも全て答えてくださっ
たおかげで、満足のいく家ができました。 自分たちで塗ったポーターズペイントの壁には、
夫婦共通の趣味であるお酒をたくさん並べて BAR のような空間に。  新居に引っ越してか

ら、週末になると二人で一緒にキッチンに立ち、一緒に料理を作り、大好きなお酒を飲
んで楽しい時間を過ごしています。  友人や家族を招いてウッドデッキのある庭で BBQ を
したり、ホームパーティをしたり…  まだまだこれからやりたいことがたくさんあります。     
無垢の床やダイニングテーブル、この家に合うようにとこだわって選んだ家具もすべて、
経年変化を楽しみながら、これからもずっとこの家でたくさんの思い出を作っていきたい
と思います。
　シンカの皆さん、そして家づくりに携わって頂いたすべての方との出会いと、ご縁に感
謝しています！  シンカで家を建てることができ、本当に本当に良かったです。  ありがとう
ございました。またみんなで飲みに行きましょう！！

CINCA　　News LetterC-TANKシンカ・タンク
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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
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昨年開催されたラグビーワールドカップに多くの国民が感動し『ワンチーム』
という流行語が生み出されました。私自身も同じく感動の涙を流した一人であ
ります。
なぜ、人々は短期間の間にラグビーを通じて、そこまでの感動を覚えたのでしょ
うか。
選手の一人ひとりが決してスマートではなく、泥臭くて愚直にまっすぐ。見た目
が格好良くなくてもいい。大きな相手に立ち向かい目的達成のためにトライ（挑
戦）をし続ける姿が、選手たちの本物の気迫（覚悟）として伝わったのでしょう。

また個人の役割をしっかり全うし、チーム（組織）のためにひたむきに結果を
出す姿が、私たちの心に響いたのだと思います。

ラグビーの基本姿勢『ONE FOR ALL  ALL FOR ONE』
一人はみんなのために。すべては目的達成のために。
その真髄を私たちは、昨年のラグビーワールドカップを通じて体感させられた
のです。

チームをいかに一つにまとめるか。これはまさに私たち会社を経営するものに
とって最大の課題であります。そのために目的を明確に定め、メンバーと共有
し、目的達成のために、個人が役割を全うする。その力の集結が組織として最
大限の機能を果たすことで、その姿が顧客の皆様のこころを動かすことによ
り感動が生まれる。そのような会社経営がこれまでもこれからも必要とされる
と考えています。

本年7月24日、いよいよ東京オリンピックが開催されます。大きな意味でも節目
の一年になるでしょう。弊社も関わる皆様に、感動を与え、自ら感動できる行
動を、覚悟を持って挑戦し続けて参りたいと存じます。その先には必ず、『幸せ』
があり、私たちの存在が、無くてならない存在として進化し続ける事ができる
と信じています。
昨年以上に私たちが掲げるミッションの具現化に向け、スタッフをはじめ、OB
様、地域の皆様とともに『ワンチーム』を目指していきたいと存じます。

ご縁をいただきました皆様へさらなる幸せの実現のためにも、飛躍の一年と
することをお約束し、年頭のご挨拶とさせていただきます。引き続きご愛顧く
ださいますようお願い申し上げます。

MESSAGE   【 新春！社長放談『ワンチーム』 】
慎んで新年のお慶びを申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社シンカ　代表取締役　畠 孝二郎

今年も大好評のもちつき大会を12月8日（日）に開催しました。
OBのみなさんと一緒に作ったしんか米を使ってのお餅つきやポ
ン菓子、屋台、フリーマーケット、サンタさんの登場、じゃんけん
大会、腕相撲大会、ワークショップなどなど、たくさんの催し物
を開催！お楽しみいただけたでしょうか？寒い中来てくださった
皆様、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！
これからも楽しい企画を考えていきます♪ご期待ください！

もちつき大会で、インスタグラム・フォトコンテストを開催。皆さ
んがもちつき大会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！

みんなで作ったしんか米を使っておもちつき！
2019 感謝！もちつき大会開催！

どれも素敵な写真ばかり！
インスタフォトコンテスト結果発表！

　　　　　　　  ×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！

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

CONGRATULATIONS
【幸せいっぱいのお引き渡し式！】

2019年9～11月に開催されたお引き渡し式。
みなさんおめでとうございます！

12月17日（火）に高浜市小池町にある TERRACE_HAUS と、
カフェガーデンPOTさんでクリスマスマルシェを開催しました。
天気が不安定な中、たくさんのお客様にご来場いただき、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4月の予定です♪楽しみにお待ちください！

12月15日（日）、シンカ選抜メンバー４人が高浜駅伝大会に参加
してきました。タスキを繋いで、フリーの部 13組中8位でゴール！
第２3回高浜シティマラソンにも出場します！応援お願いします♪

お施主様の想いのこもったお家がたくさん完成しました。こ
れからご家族全員で、新しいマイホームで幸せにお過ごしく
ださい♪何か困ったことがあったら、すぐにお声がけくださ
い！今後も末長くよろしくお願いいたします。

CINCA RUN CLUB選抜４人
高浜市民駅伝大会出場！

BIG NEWS!
シンカの商品住宅

限定１名 オーナー様募集！

開放的な2階リビングが魅力の『SOPRANO』がオープンしました。
土地＆建物＆外構＆家具付き、税込み 3,280 万円で販売決定。
オープンを記念して特別紹介キャンペーンを行います！
お家を探している方が見えたら、ぜひご紹介ください♪

碧南市・O様邸 高浜市・T様邸 東浦市・N様邸

知多市・Y様邸 高浜市・K様邸 西尾市・G様邸

A賞 B賞 C賞

@t.saito_106 様 @natsuki_ngrikka 様 ＠sayakann 様

3,280 万円（税込）

◎物件概要  ●所在地／愛知県高浜市呉竹町四丁目 ●交通／名鉄三河線「吉浜」駅 徒歩16 分 ●土地面積
／142.04㎡（42.96坪） ●地目／宅地 ●都市計画区域／市街化区域 ●用途地域／第一種住居地域 ●建ぺ
い率／ 60％ ●容積率／ 200％ ●接道／北西側幅員約6.0mの公道に接道 ●延床面積／ 98.54㎡（29.80
坪） ●構造／木造2階建て（在来工法） ●建築確認番号／第R01確認建築愛建住セ10216号 ●設備／中部
電力、上水道、浄化槽●販売戸数／１戸 ●販売価格(税込み)／ 3,280万円  ●売主／（株）シンカ ●取引形
態／仲介※（株）シンカアセットマネジメント（高浜市神明町1-1-24／ TEL：0566-53-6061／宅地建物取引
業：愛知県知事（2）第21977号）●完成予定日／2019年12月末  ●広告有効期限／2020年3月末

■名鉄三河線「吉浜」駅  … 約 1,300m（徒歩16分）
■吉浜クリニック ………… 約 100m   （徒歩2分）

■吉浜幼稚園 … 約 340m（徒歩5分）
■吉浜小学校 … 約 500m（徒歩7分）

■アオキスーパー … 約 270m   （徒歩4分）
■小中根公園 …… 約 80m  （徒歩1分）

土地 建物 外構 家具
販売
価格 ■土地面積／142.04 ㎡（42.96坪）

■建物面積／  98.54 ㎡（29.80坪）

ダイニングセット＆ソファー付き！

LIFE INFORMATION

みんなで囲って料理ができる憧れのアイランドキッチンに、一体化した造作ダイニングテーブル。

※2020 年 3月末までに契約された場合に限ります。

好立地の呉竹町！ 高木・低木・自然石・照明まで、狭小地でもほっと安らげるお庭付き。

LDKと繋がるバルコニーや、吹き抜け階段、リビング収納で明るく広 と々した2階リビングを実現。

第一走者：藤岡、 第二走者：高須、 第三走者：横山、 第四走者：小川紹介した方にも紹介された方にも、
200,000 円分の商品券プレゼント！なんと！


