2018年9月にお引き渡しをした
西尾市S様から家づくりのお話を聞かせていただきました。

home introduction

9 月末より新居に住み始め、2 ヶ月ほどが経ちました。毎日、愛する我が家で起床し、

OB 様のお宅に連れて行っていただき、経年変化後も見ることができ、納得して決断するこ

過ごし、帰宅できることに喜びを感じる日々です。思い返せば、シンカさんとはもう2年もの

とができました。建設中も現場監督さんより、進捗報告を LINE で送ってもらえたので、安

お付き合いになります。元々、平屋希望で、タイミングよく商品住宅が出るということで、

心してお任せでき、それが毎度楽しみでした。監督さんには何を相談しても期待以上のお

“casa cago”（カーサカーゴ）を紹介していただきました。見た目、素材、価格、
『規格』

返事がいただけ、
我が家への愛が伝わってきました♡ 外構も、
私の希望が二転三転する中、

なのにカスタマイズができるところ、信頼できそうな営業さん。全てをトータルして、この工

毎回真摯に付き合っていただき、完成して実物を見てみると、期待以上で、毎日カーテン

務店なら身の丈にあった最高のお家が建てられそう！と思い、シンカさんに決めました。

を全開にし、お庭を眺めることが習慣になっています。
周りの友人も何人か家を建てましたが、施主にここまで寄り添ってくれる工務店は他に

そしてその決断は大正解でした！
打ち合わせが始まり、注文が多く（注文住宅じゃないのに）優柔不断な私の要望を一
つ一つ丁寧に考え、答えてくださるだけでなく、メリット・デメリットもしっかり伝えてくださ

聞いたことがありません！シンカさんにお任せすれば、自分たちにあった最高の家が建て
られます。我が家に携わってくれた一人一人の方々に心から感謝をしております。

いました。例えば、玄関の床をモルタルにするかタイルにするかを迷っていたら、実際に

event info

ご紹介もお待ちしております。

News Letter

OPEN HOUSE 注文住宅完成見学会

1.19sat,20sun

●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／ CINCA・Design Labo
◎予約制〈①10：00-②13：00-③15：00-〉

※イメージ

●家族や仲間と、毎日笑って過ごすオープンな住まい。

完全予約制

完全予約制

SPECIAL SEMINER

casa cube MODEL HOUSE

1.26sat

●会場／蒲郡市
◎ご予約は2日前までにお願いします。

初めての家づくりセミナー

●理想の平屋暮らしを“泊まって”体感できるモデルハウス。
●塗り壁と無垢材を使った、心地よい平屋。ウッドデッキが
中と外をつなぎ、毎日アウトドアな暮らしが楽しめます。

●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。

●納得して住宅購入するための家づくり勉強会を開催。

“cinca”で検索！フォローしてね！

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

Tel.0566-52-0444

JANUARY 2019

完全予約制

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

イベントについて

CINCA

190

VOL.

※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。

1.12sat,13sun,14mon,19sat,20sun

※イメージ

-TANK
シンカ・タンク

January・February
2019

どなたでもお気軽にご参加ください。

SPECIAL EVENT 土地探しカフェ

※イメージ

C

お客様とシンカをつなぐコミュニケーションマガジン

C-TANK新聞について

Tel.0566-54-0555

シンカのスマートフォン
アプリ配信中！

MESSAGE

新春・社長放談
INTRODUCTION

新スタッフ紹介！
CONGRATULATIONS

幸せいっぱいのお引き渡し式！

CINCA Oﬃce

〒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

Design Labo

〒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

TERRACE̲HAUS

〒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

SHARESラグーナ蒲郡

〒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】

REPORT&NEWS

みんなで作ったしんか米を使っておもちつき！

2018 感謝！もちつき大会開催！
PHOTO CONTEST 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！

PERORT & NEWS

MESSAGE 【 新春！社長放談 】

慎んで新年のお慶びを申し上げます。

本年5月1日には新たな元号へとまさに時代が刷新される一年がスタートしまし
た。
弊社設立が平成10年5月1日。
満 21 歳の誕生日に新元号へと移行いたします。
私たちはこの平成時代、数多くの皆様に支えられ進化を遂げてまいりました。
私は大学一年生の時に昭和から平成へ改元を体験しました。それから 30 年、
時代は大きく変わりました。身近な一番の進化は、
やはり携帯電話とインターネッ
トの普及と感じます。今や当たり前のツールではありますが、この二つが平成時
代、社会を良くも悪くも劇的に変化させたことは間違い無いでしょう。
新元号を迎える本年、そして今から２０年、日本はどのように変遷していくので
しょうか？ 2020 年の東京オリンピック、2025 年開催が決定された大阪万博、
2027 年開通予定のリニア中央新幹線。AI の発展と活用、有人宇宙旅行など。華
やかな未来予測の反面、少子高齢化に伴う国力の低下、労働力不足・・・。まだ
見ぬ未来に華やかな憧れよりもむしろ、不安の多い時代が幕をあける感が拭え
無いのも事実であります。
しかし、私たち企業はどんな時代が来ようとその時流の変化に対応し存続し続け

みんなで作ったしんか米を使っておもちつき！

そして昨年 11 月1 日、今後起こり得る社会変化に対応すべくベトナムハ
ノイに、新会社CINCA ARCHITC VNを設立することとなりました。10年後

2018 感謝！もちつき大会開催！

間違いなく想定される、労働力不足や居住される外国人への対応を想定

今年も大好評のもちつき大会を 12 月９日（日）に開催しました。

し、小さな一歩かもしれませんが、将来を見据えた大きな一歩をスタート

OBのみなさんと一緒に作ったシンカ米を使ってのお餅つきやポ

しております。

ン菓子、屋台、アクセサリー作りのワークショップや、今回初

先が見えない時代だからこそ、同じ旗印に相集ったスタッフと力を合わ
せ、知恵を出し率先して活動することで、必ずや新たな道が切り開けると
考えます。私たちは、常に【かかわる人々の幸せの実現のために】とい
うミッションを愚直に実践し続けることで、どんな時代であろうと、必要と

【縁ありて一期一会とし、一期一会ありて縁を成す】
新しい時代の幕開けとなる本年も、一期一会の精神で会社運営をして
まいります。変わらぬご支援を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

す。弊社も同様その施策として3年前よりに2020年5カ年計画を策定し、数多くの

登場！フリマ・マルシェ・メッセージツリーなど、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！

どれも素敵な写真ばかり！

される企業として永遠に存続できると信じております。

なければなりません。そのために企業は投資をし続けなければならないと考えま

【 CINCAでの最新 出来事レポート & ニュース 】

リ
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CINCA

賞

PHOTO CONTEST 結果発表！

第9回目のフォトコンテスト。今回も『暮らしを楽しむ』をテーマ
にみなさんにたくさんのご応募・投票いただき、ありがとうござ

畠 孝二郎

改革を行ってまいりました。

いました。受賞された皆さん、おめでとうございます！

「妹、いただきます‼」

「大好きなパパと白いおうち」

「あさごはん」

× 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！

１ 商品戦略・・・企業としての価値向上
２ 地域戦略・・・地域に必要とされる企業として
３ 社会戦略・・・変化する社会に対応

12 月 18 日（火）に高浜市小池町にある TERRACE̲HAUS 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。

この 5 カ年計画は道半ばではありますが、具体的な目に見える成果として、従

83 組のお客様にご来場いただき、とても賑やかで楽しいマル

業員の平均年齢を46歳から36歳へと引き下げ、次世代を担うであろう人材の採

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

用を積極的に行ってまいりました。また、地域への繋がりをさらに深掘りし、しば

当にありがとうございました。次のマルシェは春の予定です♪お

ふプロジェクトの継続開催、テラスハウスの地域開放、マルシェの定期開催、

楽しみにお待ちください！

そして一昨年よりスタートしたしんか米プロジェクトを実施させていただきまし
た。また3年ほど前より開発を進めてまいりました、高浜市屋敷町にて17区画の
分譲地の販売をスタートいたしました。

CINCA RUN CLUB 選抜４人

INTRODUCTION
【 新スタッフ紹介！】

高浜市民駅伝大会出場！
シンカに新しい仲間が 3 名加わりました！
かかわる人々を「幸せにしたい！」気持ちが熱い
３人のご紹介をします♪ぜひ声をかけてくださいね♡

12月16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。タスキをつないで、11組中7位でゴール！
第２２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♪

CONGRATULATIONS
高須一鷹 takasu kazutaka

伊藤千晶 ito chiaki

平松夕香里 hiramatsu yukari

こんにちは！平成 30 年 10 月から中途採用にて
シンカに入社しました高須一鷹です。営業とし
て最前線で働かせていただきますので、以後
お見知りおきのほどお願いします。まだ未熟者
ですが、以前、住宅設備機器関係の仕事をし
ていましたので、建物だけではない部分でも
皆さんのお家作りのサポートができるかと思い
ます。今後ともよろしくお願いします。

私はシンカのモデルハウスに一目惚れをし、
今その家に住んでいます。この出会いがあっ
てから私にたくさんの変化が起きました。１番
はもちろんシンカの一員になれた事！個性的
なスタッフが多い中で、いい刺激を受けなが
らラボで営業アシスタント兼受付業務を担当
しています。スタッフのサポートを心掛け、笑
顔でお客様をお出迎えいたします！

はじめまして。8 月からシンカで営業アシスタ
ントとして働かせていただいております、平松
夕香里です。普段はラボにてお客様のお出迎
え、
電話対応、
アシスタント業務をしております。
打ち合わせでラボにお越しの際、また、シン
カのイベントにご参加の際に皆様にお会いで
きるのを楽しみにしております。どうぞよろしく
お願いいたします。

【幸せいっぱいのお引き渡し式！】
2018 年 12 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！

常滑市・U 様邸

高浜市・E 様邸

高浜市・O 様邸

西尾市・K 様邸

碧南市・M 様邸

高浜市・K 様邸

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。

