2021年3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。

home introduction

シンカに出会ったのは、家づくりを開始して半年が経過した時でした。私たちは土地探

なり、私たちのことをよく理解してくださっていることが嬉しかったです。
ミリ単位の長さ

しからしていたのですが、
決め手となる出会いがありませんでした。そんな時、
地元のメー

や厚みの調整や、個人的なお願いであるインテリアの相談にも快く対応してくださり、

カーで私たち好みの家を建てているメーカーの存在を思い出しました。それがシンカで

感謝の気持ちでいっぱいです。夫婦でなかなか決められない時は、一緒に悩んでくれ

した。結果として、シンカでの家づくりは本当に楽しく、打ち合わせから引き渡しまで大

たり、別の視点から提案いただいたり、本当に細かいところまで丁寧に向き合ってくだ

満足です。

さいました。

私たちの好みがシンプルな感じで、その要望をよく理解してくださり、理想の家を建てる

こうして出来上がった我が家はお気に入りが詰まった家になり、とても住み心地も良く

ことができました。
初めて間取りを見た時は、
南向きの土地なのに南に窓がなく、
正直びっ

大大大満足です。初め不安だった、コの字と吹き抜けの大きな窓も今ではお気に入り

くりしました。コの字の窓と吹き抜けの大きな窓で光を採るというのが想像できず、本

です。夕方でも雨の日でも明るくてびっくりしています（笑）私たちが理想とする、シンプ

当に明るいのか不安でした。ですが、いろんな提案を聞き、光の入り方など何度も説明

ルな中にも素材感を際立たせたモルタルキッチン、造作ダイニングテーブル、杉の柱、

いただき、その内容と真摯な対応を見て、きっと素敵な家になるだろうと、シンカを信じ

オープン階段など一つ一つが絶妙な存在感を放つ、とても素敵な空間に仕上がりまし

てみようと決めました。

た。シンカでなければ私たち好みの家は建てられなかったと思っています。家づくりに

打ち合わせは毎回楽しくてあっという間でした。回を重ねるごとに提案内容が魅力的に

携わってくださった方へ、本当にありがとうございました！！

event info
２日間限定！

C
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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

まもなく終了！

OPEN HOUSE 注文住宅完成見学会

完全予約制

OPEN HOUSE 注文住宅見学会

5.7sat,8sun

6.30thuまで！

高低差のある住宅密集地をメリットに。中に入ると階層ごと
に表情と広がりを変える住まい。2階リビングの先には、青
空の広さを感じることのできる屋上へつながる。

和の趣を感じる住まい。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が心地よい住まい。

●会場／名古屋市名東区
〈10：00-17:00〉
◎先着順

●会場／高浜市屋敷町
〈10：00-17:00〉
◎先着順

POINT GET!

【シンカ倶楽部ポイントをゲットしよう！】
OB様に嬉しい！お得がいっぱい

CINCA倶楽部NEWS
お得な加盟店サービス

テイクアウトOK！人気のお店をご紹介！

PANDORA−BURGER

くれ〜ぷやさん オレンジボックス

ハンバーガーをご注文の方に

クレープ 50 円引き

R サイズの
ドリンク 1 点サービス

住所 : 碧南市篭田町 3-95-1

※碧南市明石公園のオレンジボックスに限る

住所 : 明石公園（碧南市明石町 6-11）

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

CINCA NEWS

【CINCA が優秀賞を受賞しました！】
CHEERING

【CINCA は地域で頑張る皆様を応援します。】
INTRODUCTION

【家事を時短する！いまどきマストの乾太くん】
高 浜 市オープンハウス『 木に囲まれる暮らし』
6月3 0日まで公 開 中！ 詳しくは裏 表 紙へ

POINT GET! 【 シンカ倶楽部ポイントをゲットしよう！】

CHEERING 【CINCA は地域で頑張る皆様を応援します。】
この度 CINCA が、地域で頑張っているBリーグ・プロバスケットボールチーム、

6 月 30 日（木）までの限定オープンハウス。『木に囲まれる暮らし』を紹介してポイントゲット！

『シーホース三河』のアシストカンパニーとなりました。

木の温もりと香りを感じながら
穏やかに過ごせる家を体験できます。

ているシーホース三河。現在、Bリーグ西地区 4 位。シーホース三河を地域を上げて盛り上げ

縁側に座って、夫婦でお茶を楽しむ。

ようと『アシストカンパニー』制度が新設されました。シンカはその盛り上げに少しでも貢献で

刈谷市に本社のある「アイシン」が母体となりプロバスケットボールリーグ（B リーグ）で活躍し

きればとアシストカンパニーに登録し応援しています。

芝生の庭でお子さんが走りまわる。

まずは、スタッフ有志でホームアリーナ ( ウィングアリーナ刈谷 ) の試合を応援に !! 当日はミカ

ご家族やご友人を招いても開放的に過ごせる。

ワナイト称し、キッチンカーが多数出ての地元グルメも充実。試合を飽きさせない工夫もされて

床、壁、天井に天然木を使用した、吹き抜けリビング。

いて楽しくあっという間の観戦となりました。

天然木と、塗り壁を組み合わせた外観。
このお家にいるだけで楽しくて、穏やかに過ごせる。
そんな住まいが期間限定でご見学いただけます。
お友達にぜひご紹介ください♪
OPEN HOUSE 注文住宅見学会
『木に囲まれる暮らし』
予約制・先着順・高浜市屋敷町
時間：10:00-,11:30-,13:00-,

皆さんも CINCA と一緒にシーホース三河を応援しましょう！
今後、CINCA 倶楽部で観戦チケットのプレゼント企画を予定しています！
地域を盛り上げましょう！お楽しみにお待ちください♪

14:30-,16:00-

INTRODUCTION

「洗濯物が乾かない…」「生乾きのニオイが気になる…」
「花粉や PM2.5 が気になる…」そんなお洗濯の悩みを

【家事を時短する！いまどきマストの乾太くん】 ガス衣類洗濯機 “乾太くん” がまとめて解決します！
01. 家事を時短化
天井に杉板を貼った
開放感いっぱいの吹き抜けリビング。

シンカのお家を紹介しよう！
紹介方法

光と影が印象に残る
隠せる収納スペースがある玄関。

ダイニングテーブルとつながった
カウンターのある和室。

隠れ家のような、
ゆったりとくつろげる寝室。

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！

紹介カード、または担当営業、シンカ（Tel.0566-52-0444 ／ E-mail : cinca-info@cinca.co.jp）

02. 根元からふんわり仕上がり

パワフルな乾太くんなら、5ｋｇの洗濯物を約52分

で乾燥。電気式の約1/3の時間で済むので、家事

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風をたっ

ぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維が根元か

の時間を大幅短縮できます。

ら立ち上がり、快適に仕上がります。

03. 生乾き臭カット

04. 雨の日や花粉の季節も安心！

80℃以上の温風で乾燥するため、外干しや日光
消毒でも除去できないニオイを取り除きます。生
乾き臭の心配もありません。

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太く

ん。乾燥前にドラム除菌運動を行うことで、ドラム
内の大腸菌を 99% 以上除菌。

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！

乾太くんリフォームをされた
H 様にお話を伺いました！

なぜ乾太くんリフォームをしましたか？
今までは大きめの除湿機を使っていたのですが、子供たちが成長して服が大きくなって量も増えたので追いつかなくなってきて…。母に勧
められて乾燥機を調べたら乾太くんの口コミがすごく良くて、ガスなら間違いなく乾くだろうと思って決めました。

使い勝手はどうですか？

CINCA NEWS 【CINCA が優秀賞を受賞しました！】

をしなくなったので、
本当に楽で生活が変わりました。ハンガーも一応残してありますが、
全然使わないです！ 共働きで本当に忙しい時期も、

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー 2021

あと確実に乾き終わる時間がわかるのもいい。一回使うと楽さを知ってやめれなくなっちゃいますね（笑）干す場所も、今までは狭くて布

洗濯物を入れてスタートボタンを押すだけなので、とても簡単。洗濯機から取り出して、ハンガーにかけて、干すという作業から、干すこと
天気を気にしなくていいのが良いですね。冬とか梅雨でもカラッとしてて匂い戻りもないです！ 家族全員花粉症なので、助かってます。

2年連続『優秀賞』受賞 !

団と衣類同時に干すのが困難でしたが、一気に洗濯ができて幸せです。最初からつけておけばよかったなと思いました。

シンカでのリフォームはいかがでしたか？

シンカが提案する「365 with ZERO」が省エネルギー住宅のトップランナー

シンカさんで建てた家なので、我が家のことをわかってくれて、安心してお任せできたことがよかったです。
「外につける排気フードを換気

を表彰する制度で、
『優秀賞』を受賞しました。年々省エネルギー住宅への

扇と揃えたい。」などなんでも言いやすかったです♪ ちょうどいいタイミングで 5 年点検があったのでその時に相談させてもらって、親身

意識が高まり、応募企業数・申請件数が増加する中、昨年に続き2年連続受

に対応していただいて本当によかったです！

賞することができ大変嬉しく思っております。皆さんの応援のおかげです !
今後ともさらなる省エネルギーによる環境負荷削減の推進と、快適な住ま
いの実現を目指し、お客様が快適でワクワクする暮らしをデザインして参り
ます。応援よろしくお願いします !

OB様
特典

リフォーム & メンテナンス

10%OFF!

どんなことでもお気軽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。

シンカのリフォームはOB様じゃなくてもOK！ご紹介でシンカ倶楽部ポイントも貯まります！

