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泊まれる住宅展示場【casa cago】

2020年5月にお引き渡しをした
高浜市U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 November・December
2021

※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！

高浜でお家を建てるなら、CINCAさんと決めていた私。
主人に、「CINCAさんのお家ってオシャレなんだよ。」と熱弁していました。ある日、「そろ
そろマイホームのことを考えていかなきゃね。」と話していたところに、アパートの近くに
CINCAさんの土地を発見！  そこで早速、主人にCINCAさんに電話をしてもらい、伺わせ
ていただきました。
これは運命だ！笑  と土地を決め、打ち合わせスタート！ 毎度の打ち合わせがとても楽し
くて、話が脱線してしまうことも…笑
最初、キッチンは標準にして他に予算をと考えていましたが、伊奈さんお勧めのキッチン
を紹介してもらい一目惚れ♡  伊奈さん藤村さんと三重まで “ベトンキッチン” を見に行っ
たのも素敵な思い出です！

打ち合わせに行くたび、「こんなのどうですか？」と提案してくれるものがドンピシャすぎ
て、いつも「それにします！」と言って、後から「藤村さんってすごいよね。」と話していました。
だんだん形になっていくと打ち合わせも減り、主人と「今週は打ち合わせないのかー…
次いつだっけ？」となんだか寂しい気分に。それくらい打ち合わせが楽しかったです。
楽しく打ち合わせをして、私たち理想の家ができるなんて最高じゃんと、家づくりが楽し
くて、あっという間にできてしまったマイホーム。
おしゃれで、私たちの思い描いていたお家ができて、CINCAさんには本当に感謝してい
ます。
“私たちらしい家、Rasia” これからどんどん、私たちらしいお家にしていきます！
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POINT GET!

シンカ倶楽部ポイントをゲットしよう！

セレクト住宅 Rasia（ラシア）って何？

SPECIAL NEWS!

新ショールームOPEN！

CINCA CLUB REPORT!

シンカ倶楽部ポイントご利用レポート

MODEL HOUSE  GLAMP（グランプ）

完全予約制・随時受付中！

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

11.6sat,7sun,13sat,14sun,
OPEN HOUSE  「木に囲まれる暮らし」

●縁側に座って、夫婦でお茶を楽しむ。芝生の庭でお子さ
んが走りまわる。床、壁、天井に天然木を使用した、 開放的
な吹き抜けリビング。和の趣を感じる住まいです。

●テレビCMで話題のグランピングハウスで憧れのバルコ
ニーライフ。屋根付きのアウトドアリビングやアジアンリゾー
トな二階リビングでおうち時間を満喫体験しよう。

●会場／高浜市屋敷町〈10：00-17:00〉◎ご予約は2日前まで 

完全予約制
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●会場／半田市瑞穂町〈10：00-17:00〉
◎ご予約は2日前まで 見学時間60分ほど・各回限定１組

CINCA倶楽部NEWS
お得な加盟店サービス

この秋・冬に行きたいお店をご紹介！

OB様に嬉しい！お得がいっぱい 焼き芋専門店 やきいも丸じゅん

全品 10%OFF
住所 : 碧南市鶴見町 2-70

癒しの里 小京都の湯

通常料金より 100 円 OFF
住所 : 西尾市下町八幡下 34-1

他にもたくさんのサービスが受けられます！ 下記シンカ倶楽部アプリからご確認ください。



SPECIAL NEWS!  【新ショールーム OPEN ！】

9月18日、西尾市に待望のシンカが運営する新ブランドショールームが開店しました。
建築家との家づくりをお楽しみいただける casa MIKAWAMINAMI（カーサ三河
南）。「施工のプロ」である工務店シンカと、「設計のプロ」である建築家のコラボレー
ションによる住宅を展開しております。
全国から集まった人気の建築家の設計をオリジナルでご提案させていただく注文住
宅『design casa（デザインカーサ）』や、建築家がプランニングした珠玉の商品住宅
『prodact casa（プロダクトカーサ）』まで幅広く取り揃えています。
ショールームに入ると、模型や写真、屋根・外壁・床材など素材がずらり。建築家を
紹介するコーナーもあります。見て、学べて、体感できる新感覚ショールームです。
高浜、西尾の２拠点でより一層、西三河地区の皆様にご愛顧いただけるよう尽力して
まいります。応援よろしくお願いいたします！

POINT GET! 【シンカ倶楽部ポイントをゲットしよう！】
建築家とつくる家づくりの全てを知れる新感覚ショールームが西尾市についにオープン！

まだ見ぬ未来の世界を建築家と一緒に。
casa MIKAWAMINAMI [ カーサ三河南 ]

イ     エ

人気急増中のセレクト住宅『Rasia（ラシア）』を紹介してポイントゲット！

シンカのお家を紹介しよう！
お友達やご家族におすすめするだけでシンカ倶楽部ポイント30pt（6,000 円相当）プレゼント！
さらに紹介したお客様がシンカで契約したら、１０万円分の商品券プレゼント！

紹介方法
紹介カード、または担当営業、シンカ（Tel.0566-52-0444 ／ E-mail : cinca-info@cinca.co.jp）
までご連絡・ご紹介ください。お家の見学だけ、連絡先だけのご紹介もOKです！

CINCA CLUB REPORT!  【 シンカ倶楽部ポイントご利用レポート】

シンカ倶楽部ポイント250pt

シンカ倶楽部ポイントで
交換してくださった
W様にお話を聞かせて
いただきました！

ダイソンは活躍していますか？
子供たちの食べこぼしやお菓子のかすをささっと掃除できるので大活躍です！見た目もスタイリッシュ
なのでスタンドを用意してリビングに置いています。パワーがあるのに音が静かなのに驚きました。

どうやってシンカ倶楽部ポイントを貯めましたか？
完成見学会の他に住みはじめた後にも一度OB見学会を行いました。そこでポイントをいただいたり、
イベント参加やインスタ投稿キャンペーンなどで楽しみながら貯めました（笑）お家を建てた後にもポ
イントを貯める機会があるのでありがたいです。どんどん魅力的な商品が出るのでまた見学会をセッ
ティングしてもらうかなと目論んでおります。（笑）cincaさん素敵な企画をいつもありがとうございます！

Dyson 
コードレス掃除機

セレクトできる4 つのインテリアスタイル。“好き”と“センス”を詰め込んだあなただけの住まいをつくります。

シンプルを極め、洗練された素材を楽しむ
空間は美しさを感じる仕上がりに。

家にいながら、自然の心地よさを味わえる、
洗練されたナチュラルデザイン。

住むほどに表情が変化する素材感と、暮
らしが楽しくなるような愛着ある住まい。

可愛い雑貨が似合う楽しい毎日が送れる
大人可愛いカントリー。

外観も好みに合わせてセレクト。暮らしや性能にこだわった4style。

基本プランをベースに＋αであなたの「これ欲しい！」をプラス。

多くの方々が求めていることをルール化し、必要のないものを取り除
くことで、建物の質を落とすことなくコストの削減を可能にしています。

ご協力いただいているOB様、本当にありがとうございます！ OB様の住まいを見学
させていただいた場合、シンカ倶楽部ポイントを50ptプレゼントしております。注文・
商品住宅にお住みの方も、お声がかかりましたら、ぜひご協力お願いいたします。

わたし “らしさ” を大切に。お気に入りをセレクト＆カスタムするだけで、自分らしい暮らしをカタチにできるセミオーダー住宅。選べる4つのスタイルと外観。サイズ
も土地に合わせてセレクトできる。さらに「和室が欲しい！」「ガレージが欲しい！」などこだわりや暮らしに合わせて間取りもカスタムできる。自由度の高い、新しい
デザイン住宅です！そんな Rasia をご紹介＆OB 様にご協力いただいているオーナーズハウス見学会のご案内！紹介してシンカ倶楽部ポイントをゲットしよう！

25坪の場合 1,390万円（税込 1,529万円）～

30坪の場合 1,635万円（税込 1,798万円）～

本体価格

価格も
デザインも
諦めない

※２階建ての延べ床面積です。

部屋をプラスしたり、外壁を板張りにしたり、
暮らしや好みに合わせてカスタムも可能です。

さらに

屋号
住所
TEL
WEB

casa MIKAWAMINAMI（カーサ三河南）
〒445-0872 愛知県西尾市矢曽根町赤地 2-1
0563-55-3777　　
https://casa-mm.jp/　　

今年もしんか米を収穫しました！ C-TANK限定のプレゼント企画です！
 応募を希望される方は、下記メールアドレスに
①名前　②住所　③連絡先（電話番号・メールアドレス）
を記載の上、件名を「しんか米応募」としてメールをお送りください。

E-mail : cinca-info@cinca.co.jp  締め切り日：2021/11/12（金）

■5kg…1,500 円 / 10kg…3,000円
■予約・お問い合わせ
    TEL. 0566-54-0555
e-mail : sugawara@cinca.co.jp

しんか米予約受付中！

建築家と建てる家の勉強会や、実物モデルハウスの見学も受付中。是非一度 HP をご覧ください。

GAREGE TATAMI

玄関から直接行き来できる便利なガレージや、コタツを置けば居間に、布団を
敷けば寝室にもなる和室など、暮らしに合わせて変化は無限大。

完全予約制／個別案内／期間限定
大好評イベントです！  お申込はお早めに！

棟どれでも
見学できる。10

“セレクト住宅 Rasia”オーナーズ見学会

抽選で30名様に！

しんか米 2kg
プレゼント！

9/1（水）社内お披露目会


