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2019年7月にお引き渡しをした
高浜市H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 September・October
2020

※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。

“cinca”で検索！ 
フォローしてね！Tel.0566-52-0444お問い合わせ先

お家のこと、イベントのこと、C-TANK新聞のこと、なんでもお気軽に聞いてください！

ただ漠然と、そろそろ家が欲しいなと思っていた私たちは、1年半前、何の連絡も
入れずにシンカさんに飛び込みで伺いました。本当に無知で、急だったのにも関わ
らず、シンカさんは丁寧にわかりやすく説明してくださいました。
以前より、シンカさんが建てたお家が素敵だなと思っていた私たちは、初めてもらっ
たプランに一目惚れ。土地や金額などでも一緒に悩んでくださり、シンカさんで建
てられることになりました。 
毎回の打ち合わせがとても楽しく、シンカさんへ行くことが楽しみでした。  私たち

の拙い言葉から想いを汲み取ってぴったりの提案をしてくださり、疑問に思ったこ
とや不安なことにもすぐに対応してくれました。
着工後も細かく進捗報告してくれ、職人さんたちの仕事もとても丁寧で安心できま
した。家づくりだけでなく、娘への対応もみなさん暖かくとても感謝しています。 
完成した家に住んでみて、本当にシンカさんで良かったと感じています！
本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
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SPECIAL EVENT
リフォーム相談会＆制振ダンパー体験

●リフォーム相談や、制振装置体験コーナー、DIYワーク
ショップ、最新の商品体験コーナーなど、催し盛り沢山。住
まいのことで少しでも気になることをお気軽にご相談くださ
い♪！ぜひお友達を誘ってご来場ください♪

WEB SEMINER 
家にいながら家づくり相談会

●パソコンやスマホ、タブレットがあれば どなたでもご参
加いただける  「web相談会」を開催します。 ご自宅でリラッ
クスしながら、 お家づくりのご相談をしませんか？ 

●会場／ Tぽーとイベントスペース〈10：00-18：00〉　
9.5sun,6sun&10.10sun,11sun 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・限定１組

※イメージ

9.13sun

ROOFTOP EVENT 
屋上庭園を楽しむ体験会（BBQ開催）

●自宅でアウトドア！屋上庭園でBBQを体験しませんか？

●会場／碧南市〈①10：00-②12:00-③14：00-④16：00-〉
◎ご予約は2日前まで ◎参加無料 ◎各回限定１組

完全予約制

9.20sun ●会場／ご自宅など ●日時／ご希望の時間（水曜以外）

完全予約制・随時受付中

※イメージ

CINCA、
リフォーム

はじめました

イベント情報を見る、
お得なサービスを受ける
ならシンカアプリ

シンカの
施工例を見るなら
インスタグラム

もっとシンカを
知りたいなら
フェイスブック



最新の住宅設備で皆様の夢をもう一度叶えるリフォームをご提案します。
9月5日（土）6日（日）、T ぽーとにてパワーアップして第２回目を開催決定！  お気軽にご来場ください！

シンカ、リフォームはじめました！おかげさまで200号を迎えることができました！

REPORT   【 シンカの最新出来事レポート 】

OBの皆様、いつもシンカの家を大切にしてくださり、誠に
ありがとうございます！この度、シンカではリフォーム・ア
フター部門が立ち上がり、8月9日、10日にT ぽーとにてリ
フォームイベントを行いました。
家の老朽化、ライフスタイルの変化など、長く住んでいる
と住み心地は変化します。何かが壊れてからではなく、計
画的にリフォームやメンテナンスをした方が、長く家を保
つことができます。次回もお気軽にご来場ください♪

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』。創刊2002年10月
以来、シンカの歴史を刻み続け、“200号”を迎えることができました！「毎号楽しみに
しているよ！」の声に励まされております。いつも応援、本当にありがとうございます！
『家』は建てて終わりではありません。長く住み続けていく中で劣化や故障など様々
なことが起こります。経年劣化は住みにくくするだけでなく、資産価値も下がります。
将来、家を資産として残すためにも、大切にする必要があります。そこで、シンカで
はC-TANK創刊 200号を記念し、リフォームのプレゼント企画をご用意しました！

制振体験
揺れのエネルギーを地震が起きた瞬間から制御
し、建物の損傷を大幅に軽減する制振ダンパー
「evoltz L220」を体感！
弊社代表 畠によるレポート公開中です！→

DIY ワークショップ
大工さんが講師となり、折り畳み椅子の
ワークショップを開催。販売されている商
品よりも安く、また自分だけのオリジナル
アイテムを作れるDIYは大人気！

アウトレット販売
キッチンやガステーブル、トイレカウン
ター、各種床材、照明器具など。現場で残っ
てしまったものものなど訳あり商品をお安
くご提供させていただきました！

リフォーム相談会
『水まわりを一新したい。』はもちろん、『リフォー
ムしたけど何から始めればいいの？』など
住宅メンテ・リフォームに長けた建築技術のプロ
がお住まいの悩みを色々解決！

藤岡 哲也
イベントにはとってもたくさんのオーナーの皆さんにお会
いできて嬉しかったです！
暖かい皆様に応援してもらえている実感をしました。
今後は、より一層皆さんに快適なオーナーズライフをお
くっていただけるよう、メンテナンス工事も含めたリフォー
ム・リノベーション工事にも力を入れてまいります！
どんどん皆さまの声を取り入れていきますので
いろんな率直なご意見を気軽に教えてください！

谷崎 敦彦
シンカも今年で23歳。たくさんのOB様が増えました。
去年からそんなOB様宅のアフターメンテナンスをドク
ターイエロー号と共に東奔西走。
お家はお手入れして可愛がってあげれば愛着も湧いてき
ます。そんな皆様の Enjoy Home のお手伝いができる
ことを楽しみにしています。
ドクターイエロー号を見たら幸せになれる。
そんな存在になりたいな。

最新の商品体感コーナー
今話題のガス衣類乾燥機『乾太くん』や家中の
頑固な配管汚れを落とす配管高圧洗浄、3D イ
メージも作成できる外壁塗替えなど
見て、触れて、体感いただけました。

シンカ倶楽部コーナー
お得な加盟店サービス 48 店舗をご紹介！高浜の
店舗はもちろん、西尾の西条園あいや本店さん
や癒しの里 小京都の湯さん、碧南パンドラバー
ガーさんなど人気店が仲間入りしました！

SPECIAL NEWS 【 C-TANK 200号記念プレゼント！ 】

HOME CARE
【自分でおうちメンテナンス！】

実は簡単にできる！
お家のセルフメンテナンス＆DIY

メンテナンスも楽しんでほしい。 自分たちの好きなよう
に手を加えることができる自由に遊べる箱であってほし
い。 職人さんたちが心を込めて作ったお家だからこそ、
もっともっと愛着を持ってお家いじりを楽しんでほしい。

そんな思いで作られたYouTubeチャンネルをご紹介！ シンカと、大阪の
（株）シーキューブ、愛知のHome&nico 安井建設（株）が3社協力してチャ
ンネルを立ち上げました！ お家づくりのプロである各社のメンテナンスス
タッフが日々のトラブル?!な問合せにお応えする動画を配信しています。

右記のQRコード、
またはYouTubeで
『トラブル先生』と検索！

MESSAGE【シンカリフォーム担当のご紹介】

リフォーム（500万円以上）で

先着２名様に！ 乾太くんプレゼント！

シンカの
OB様限定！

（5kg デラックスタイプ・工事費込み）

さらに！

申し込み期間・注意 2020/09/01～10/31まで
ご来店の際にこちらの C-TANK 新聞をお持ちください。

お問い合わせ先 Tel：0566-52-0444
Email：cinca-info@cinca.co.jp

水まわり
一式

耐震装置
設置

外壁
塗り替え

内装
リフォーム

他にも、「壁紙を張り替えたい。」「床を張り替えたい。」「トイレを変えたい。」
「内壁を取り除きたい。」「我が家の耐震は大丈夫？」
などなど、気になることはあればお気軽にご相談ください♪
※乾太くんをプレゼントさせていただいた方には取材・撮影にご協力いただきます。
※ガスの引き込みがない場合は別途費用がかかります。

オススメポイント！

家事を時短化
ガスのパワーでスピード乾燥！
パワフルな乾太くんなら
5kgを約52分で乾燥。
家事の時間を大幅に短縮できます！

01 1年中活躍
天候や大気汚染も関係なし！
外干し不要の乾太君なら、
雨の日はもちろん、花粉の季節や
黄砂が気になる日も安心です！

02

お財布に優しい！
ガスならではの経済性！
1回の乾燥コストは5kgで約63円。
1ヶ月使っても約 1,950 円と
経済的に使えます！

03 生乾き臭カット
パワフル温風で悪臭の原因菌除去！
80°以上の温風で乾燥させるので、
外干しや日光消毒でも除去できない
匂いを取り除き、フワフワに。

04

リフォーム（100 万円以上）の検討者様をご紹介していただき、契約すると…

ご紹介者様にも！検討者様にも！  配管高圧洗浄無料券（２年間有効）プレゼント!

※

祝


