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。

home introduction

ついに私たちの夢だった “オシャレなマイホーム” での生活がスタートしました。今この

打ち合わせも毎回とても楽しいので、CINCA さんに行くのが楽しみでした。打ち合わせ

家で生活できていることがとても嬉しいです。これもCINCAさんのおかげです。感謝して

では、私たちがどんな家が建てたいのか理解してくださり、私たちが好きそうなものを

います。

考えてきてくれて、
「こういうのはどうですか？」と提案してくれるのでとても決めやすかっ

高浜でオシャレな家を建てるなら CINCAというイメージがあったので、よし！一度 CINCA

たです！打ち合わせを通して“いい家”と“理想の家”は違うということがわかってきました。

さんに話を聞きに行こう！と決めました。初めて話を聞いた時、丁寧に楽しくいろいろ説

できるだけ後悔しない家づくりがしたかったので、一緒に真剣に考えて、肯定するだけ

明してくださり、印象も良かったので、もっと話を聞いてみたくなりました。

でなく、しっかりとデメリットも教えてくださったことに感謝しています。

うちの土地の形が変わった形なので、
正直いい家が建つのか不安な部分もありましたが、

今、無事に完成し、住んでいますが、良い意味で違和感がない！住み心地が良く、早く

設計をお願いすると、すごい！！と思う図面が出来上がり、びっくりしました！

帰りたくなるような家です。CINCA さんを選んでよかったです！本当にありがとうござい

今も CINCA さんじゃなかったらきっとこんな家建ってないよねと家族で話してます（笑）

ました。今後とも末長くよろしくお願いします。

土地も目一杯利用したこの間取りが大好きです。

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
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MESSAGE

【新春！社長放談】

event info
２日間限定！

CINCA CLUB REPORT!

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。

※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。

完全予約制

3月中旬まで！

OPEN HOUSE「ガレージのある暮らし」

お得な加盟店サービス

SPECIAL TOPIC

【新ショールームはどんなところ？】
PLEASE CONSULT

【お家なんでも相談！】

テレビCMで話題のグランピングハウスで憧れ

愛車を雨風から守るだけじゃない、車からの移
動や荷物の出し入れを楽に、そしてBBQや趣味
スペースとしても活用できるガレージのある家。

ほっと癒される和のお店をご紹介！

【シンカ倶楽部ポイント活用レポート】

●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

●会場／高浜市呉竹町
〈10：00-17:00〉
◎ご予約は2日前まで

CINCA倶楽部NEWS

完全予約制・随時受付中！

MODEL HOUSE GLAMP（グランプ）

1.8sat,9sun

OB様に嬉しい！お得がいっぱい

January ・February
2022

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。

御菓子司

西条園あいや本店
カフェコーナーにて

松鶴園

1,000 円（税別）以上お買い上げの方に

飲食５%OFF

『高浜咲々』1 個プレゼント

住所 : 西尾市上町横町屋敷 15

住所 : 高浜市青木町 4-2-34

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。
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！
お問い合わせ先

Tel.0566-52-0444

シンカの
施工例を見るなら
インスタグラム

“cinca”で検索！

フォローしてね！

【CINCA Oﬃce】〒444-1305 高浜市神明町一丁目1番地24 ／ TEL：
（0566）
54-0555

もっとシンカを
知りたいなら
フェイスブック

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

【Design Labo】〒444-1332 高浜市湯山町二丁目3番地8 ／ TEL：
（0566）
52-0444

【casa MIKAWA MINAMI】〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地2-1 ／ TEL：
（0563）
55-3777 【SHARESラグーナ蒲郡】〒443-0014 蒲郡市海陽町２丁目７番地３ ／ 泊まれる住宅展示場
【TERRACE̲HAUS】〒444-1303 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

半田市モデルハウス GLAMP（グランプ）
3 月中旬まで公開中！ 詳しくは裏表紙へ

MESSAGE 【新春！社長放談 】

SPECIAL TOPIC 【 新ショールームはどんなところ？】

スモールエクセレントカンパニーを目指して

西尾市にオープンした casa MIKAWAMINAMI［ カーサ三河南］での家づくりをご案内。

新年、あけましておめでとうございます。
『光陰矢のごとし』。まさに一年の経過があっと

『casa MIKAWAMINAMI』は、全国で話題の「casa の家」専門店。建築家が作り上げた、casa cube や casa sky などカーサシリーズ全てを取り扱っています。

いう間に過ぎてしまうと感じるこの頃であります。2019 年に発生した新型コロナウイルス
（COVID-19）から既に2年が経過したにもかかわらず、新たな新種株（オミクロン）として
変異し、未だ完全な収束への道のりも不透明で私たちの日常生活に曇り空模様を強いて
います。
新型コロナウイルスの発生は私たちの日常生活に大きな変化をもたらし、その影響は

2 5 年目の挑戦。

世界的規模に及びました。港湾検疫強化による慢性なコンテナ不足。人的交流のみなら
ず商材・資材の流通にも被害が及び、
結果的に住宅関連資材の供給が追いつかない『ウッ
ドショック』に発展しました。この影響を弊社企業努力のみで解決できる問題ではなく、

デザイン性の高さのみならず、家族思いの設計と安心の設備を兼ね備え、これまで全国で多くの人々に愛されて続けてきた「casa の家」。今まではシンカでも取り扱っ
ていましたが、今後、カーサシリーズが気になる方は専門店である casa MIKAWAMINAMI へのご案内となります！ お友達にぜひご紹介ください♪

product
casa
プロダクトカーサ

お客様皆様にもお力添えをお願いせざるを得ない状況となっております。社会的に資材
の高騰は今後も続くことが予測され住宅業界に大きな影響が及び続けることが危惧され

はっきりしている人には、

した。社会環境の変化に対応した、商品、サービスの提供はもとより、新たな拠点開設に

デザインと品質とコストを

よる地域社会との関わりの強化、さらに次世代へと繋ぐための組織構築などを『スモー

両立した商品住宅

また、CINCA＝
『進化』のみならず『真価』『深化』『新化』『伸化』のとおり新たに
は及びません。しかしスタッフ一人ひとりが、
『GOOD』の最上級『EXCELLENT』を目指
すことでその集合体は決して他に負けることはない組織になり得ると考えております。

昨年9月1日、弊社として初めての支店『カーサ三河南』を西尾市に開設い

௲ֹ

新技術・新サービス
を提起する力

ᅚѤ

本物の価値を
提供する力
革新する力

新しいビジネスモデルへのチャレンジ
次世代へ向けた組織構築・人材育成
●ものごとの本質を見極め人間力・知見の醸造
ものづくりの原点、本当に正しいことの見極めと実践
次世代へ向けた組織構築・人材育成
●無限の可能性への挑戦、成長の実感
想像し創造せよ。そして評価を受けよ
生き残る為にすべきこと共有し、行動せよ

ֹ

根を張る力

●自己肯定・環境肯定、自分らしくあること
地域になくてはならなて存在となれ

たしました。私たちが過去より展開してきた『商品住宅：プロダクトカーサ』
に合わせ、全国で活躍するアトリエ建築家とコラボした『建築家と作る家づ
くり・デザインカーサ』を提供しております。今後、西尾市及び近隣の皆様に

кֹ

また、弊社の特徴であります地域に根ざした取り組み、紹介受注への取り
組みが全国同業ビルダー様から評価を受け、多くの企業様に取り組みを共
有させていただいております。企業規模の拡大でなく、地域になくしてはな
らないスモールエクセレントカンパニーとしてさらに『CINCA』していくこと
が私たちの使命だと考えております。
『２５年目の挑戦』
本年もスタッフ一同そのような思いで邁進してまいります。OB の皆様、関係
者の皆様におかれましては、引き続きの力強いご支援、ご愛顧をお願い申
し上げます。

珠玉の住宅です。

代表取締役

畠

S 様にお話を聞かせていただきました！

casa basso ／カーサバッソ

design
casa
デザインカーサ

-20℃でも快適な住まいを実現した家

シンプルモダンを極めた平屋

casa amare ／カーサアマーレ

伝統美から生まれた愛すべき日本の家

建築家に ｢どんな家にしたいか｣をなんとなく伝えるだけで、想像を超えた、
理想の家のマイホームが完成します。チェックポイントご紹介！

01

年間 200 ファミリーに
選ばれているデザインカーサ。

02

全国から選ばれた「一緒に歩みやすい」
建築家が家族の住まいを考える。

03

自分たちでは思いつかない、
＋αのアイデアをご提案。

04

ハイランクからリーズナブルまで。
予算に合わせた建築が可能。

家づくりを自由に

第2 回

1.16

より「わがまま」に

カーサ三河南にて

楽しみたい人には、

13:3 0 ~15: 0 0

なかなか「直接」
話しを聞けない!

Special Guest

全国でおしゃれな住宅を沢山生み出している

孝二郎
・建築家との家づくりが気になる。

・「casa の家」で気になる家がある！

・好みを理解して提案してほしい。

・カフェのような落ち着いた空間で打ち合わせしたい。

・仕事や家事が忙しい…なるべく少ない打ち合わせ回数で家づくりがしたい。

CINCA リフォームポイントでの配管高圧洗浄はいかがでしたか？

ぜひ遊びにきてください！ ご紹介もお待ちしております。

配管の高圧洗浄を、シンカ倶楽部ポイントを活用してお値打ちに出来ました〜！3年点検の時に谷崎さんに見

casa MIKAWAMINAMI（カーサ三河南）
〒445-0872 西尾市矢曽根町赤地 2-1 Tel. 0563-55-3777

つけて頂いた配管の汚れ。自分たちではどうする事も出来ない…でもいつかは必ずやらなければいけない

https://casa-mm.jp/

建築家

内山 里江

comodo design
architecural
design office

Rie Uchiyama

詳細・予約はこちらから→

メンテナンス…。それがシンカ倶楽部ポイントで、ほとんど費用がかからずに出来ちゃいました！しかも作業
の様子を動画で送って頂いたり、親切で手厚い対応に感動！！やっぱりお家のことならシンカさん♪

どうやってシンカ倶楽部ポイントを貯めましたか？
たまにシンカスタッフさんにお声がけ頂いて開催している我が家のオーナーズ見学会♪ これからお家づくり

シンカ倶楽部ポイントを使って配管の高圧洗浄を行った、

casa rozzo ／カーサロッツォ

“暮らし” を丸ごとパッケージした家

こんな方におすすめ！

シンカ倶楽部ポイント 100pt

casa nord ／カーサノルド

casa sole ／カーサソーレ

快適で経済的な暮らしが実現する家

建築家がプランニングした

カーサ三河南は

（CINCA リフォームポイント）

家族がつながるスキップフロアの家

株式会社シンカ

目的の明確化、PDCA、トライアンドエラーを実践せよ

配管の高圧洗浄

casa skip ／カーサスキップ

屋上空間をデザインした家

提案型の注文住宅。

数値・エビデンスによる原因・結果・分析をせよ

【シンカ倶楽部ポイント活用レポート】

南欧テイストの“かわいくてかしこい”家

建築家と一緒につくる

●成長に貪欲であれ。努力は力

CINCA CLUB
REPORT!

『リンネル』と建てる北欧テイストの家

全国で活躍している

ご愛顧いただけるよう、また地域に根ざした企業となれるよう、高浜店同様

かかわる人々との強固な関係を構築せよ

企業が成長する力

casa sky ／カーサスカイ

casa liniere ／カーサリンネル

６畳のピースを組み合わせる家

sun

ᣗֹ

●先見性、ニーズ・ウォンツを読み取り、提案の推進

casa carina ／カーサカリーナ

casa cago ／カーサカーゴ

「casa の家」シリーズ。

に邁進していく所存であります。

CINCA の５原則 ( スモールエクセレントカンパニーを目指して )

いつまでも心地よい、永久満足の平屋

目指すスタイルが

そのような環境のもと、弊社は昨年 4 月において今後５年間の中期経営計画を掲げま

CINCA５原則を定義づけ社内で共有をしております。私たちは、規模・体力では大企業で

casa piatto ／カーサピアット

シンプルで美しい、四角い家

好きなもの、

ております。皆様におかれましては何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

ルエクセレントカンパニーを目指して』というテーマのもと策定をしております。

casa cube ／カーサキューブ

をされる方ともお話しができて、自分たち家づくりのワクワクを思い出したりして楽しい時間です♡

PLEASE CONSULT 【 お家なんでも相談！】
お家のお困りごと、ありませんか？ シンカアフター部門が駆けつけます！

見学会を重ねるうちにポイントもどんどん貯まっててビックリ！ 次は何に使おうかな〜笑

シンカ倶楽部
ポイントの
上手な使い方

CINCA リフォームポイント ３万円分／100pt
その他のポイント交換だと、
1pt＝200 円相当（2 万円分／100pt）のため、
非常にお得です！ぜひ貯まったポイントはお家のことに使いましょう♪

網戸を
変えたい

扉が
ガタガタする

クロスが
めくれてきた

排水管
洗浄したい

どんなことでも簡単にアプリから
お問い合わせください！

【おうち何でも相談】からお手入れの仕方や、メン
テナンス動画、お見積もりまでご覧いただけます！

シンカ倶楽部ポイントを活用すれば、
有料工事でもお得に行えます！

まずはお気軽に
公式アプリを
ダウンロード！

