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お問い
合わせ先 東京女子学生会館 T E L 0120-270-310

■募集人員／若干名
希望者多数の場合は抽選となります。
募集人数は空室状況によって変動します。
■建物／地上6F
2014年完成 鉄筋コンクリート造
フロントオートロック、管理人常駐、24時間管理

本学では、遠方のため自宅通学が困難な皆様に対し、安心して学ぶことのでき
る居住空間の提供と経済的な負担軽減を目的として、フジサンケイグループの
㈱フジランドが管理・運営をし、杉並キャンパスより徒歩約１０分に位置する「東
京女子学生会館（女性専用）」を一部借り上げております。女子美生専用の居室
は２階部分のワンフロアを中心とする５５室で、すべて個室タイプです。（2021
年4月1日現在）国内の地方出身者に加え、留学生も利用する国際寮としても
位置付けています。一般の入居される方と比べ室料等が安価になっています。

東京女子学生会館
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■居室設備
　エアコン・居室照明・机・椅子・ベッド・クローゼット・シューズケース・
　フローリング　※各室TV端子・有線LAN端子（光インターネット無料）接続可
■共用部設備
　ロビー・ラウンジ・防音室(アップライトピアノ完備)・トレーニングルーム・
　ワーキングルーム・ミニキッチン・屋上ハーブガーデン・ガーデンデッキ
　テラス・ゲストルーム(有料)・シャワールーム(個室)・ランドリールーム(有
　料)・コインパソコン・コピーファックス複合機(有料)

個室はお気に入りを集めてリラックスできる空間に

ワーキングルームで課題や制作に取り組みます

共用ラウンジではキッチンで料理もできます

※参考 2021年度の実績です。

※申込みに関しては合格通知に同封する
　入学手続き書類をご確認ください

諸費用

間取図

地図

施設概要

先輩の生活♪

Q.学生宿舎での生活で気に入っているところを教えてください。

Q.受験生に向けてメッセージをお願いします！

A.具合の悪い時や困った時に、気軽に話せる会館スタッフがいつもいてくれるし、管理がしっかりしている
ので、親も安心できるところです。女子美生が多くて友人を作りやすいところも気に入っています。大学
まで歩いて10分程度なので、通学時間がかからず、制作の時間がたくさん取れるし、地下鉄の駅にも近
いので、展覧会を観に行くのにも便利です。

A.学生会館でのイベントが多く、留学生も多いので友達がたくさんできてとても楽しいですよ♪

写真

■交通／東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町駅」 徒歩約6分

先輩インタビュー

★

丸ノ内線 東高円寺駅

女子美術大学
女子美術大学短期大学部
杉並キャンパス
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新渡戸文化中学高等学校
新渡戸文化短期大学

東京女子学生会館

コンビニ バス停

バス停

交番

交番

セブンイレブン
杉並和田 3丁目店

青梅街道

新宿→

救世軍南

神田川

セブンイレブン
杉並和田 3丁目東店

和田三丁目

丸ノ内線 中野富士見町駅

友達が描いてくれた絵
楽しそうな雰囲気が
伝わってきます

清潔感のあるラウンジやジムで過ごす友達との時間が気に入っています

(洋室9.20㎡～10.58㎡）
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お問い
合わせ先 株式会社学生情報センター 町田店 T E L 0120-749-339

■募集人員／30名程度
希望者多数の場合は抽選となります。
募集人数は空室状況によって変動します。
■建物
A棟：地上4Ｆ全50室、1990年完成
B棟：地上5Ｆ全55室、1992年完成
鉄筋コンクリート造
フロントオートロック、管理人常駐、24時間管理
(原則門限23時)

相模大野学生宿舎（女子美生専用）

■居室設備 （全室ワンルーム形式）
　エアコン・居室照明・ユニットバス・キッチン(IHクッキングヒーター1口、
　ミニ冷蔵庫)・ガス給湯・収納・フローリング・ベランダ
　※各室ケーブルTV回線・電話回線（光インターネット）接続可
■共用部設備
　談話室(エアコン有)・ランドリールーム(コイン式) 写真を撮ることも好きなんです

※申込みに関しては合格通知に同封する
　入学手続き書類をご確認ください

諸費用

地図

写真

施設概要

先輩の生活♪

お気に入りの作品を
見せてくれました！

Q.学生宿舎での生活で気に入っているところを教えてください。

Q.近隣でよく行くお店やおすすめスポットがあれば教えてください。

A.管理人さんが常駐していて、24時間対応のコールセンターなどもあって管理体制が充実しているので、
私も親も安心できるところが気に入っています。原則、門限は23時となっています。それから、女子美生
専用なので、4月の交流会や12月のクリスマス会など、みんなで楽しむ機会があって、学年や専攻を越
えた友人を作りやすいんです。みんなで一緒に住んでいるから寂しくないし、個室だから1人の時間もあ
るので、住みやすいと思います。帰ってきて自分の部屋に行く途中、ほかの部屋からおいしい香りがして
「あ、シチューつくってる！おいしそう！」なんて考えるのも楽しいです。駅にもバス停にも近いので、大学
に行くのも、電車で遊びに出かけるのにも便利で気に入っています。

A.よく行くごはん屋さんがあります。お店や店員さんの雰囲気が心地良くて、先輩や友達と行くと、ついつい
長居してしまいます。あとは、相模大野や下北沢の古着屋さんによく行きます。古着好きの人には、きっと
お気に入りのアイテムがみつかるはず。

Q.受験生に向けてメッセージをお願いします！
A.学生宿舎では学年・専攻を越えて仲良くなるチャンスが！あなただけの女子美生活を是非！

（洋室17.55㎡。タイプによって異なる場合がございます。）

※各居室で使用した電気・ガス・水道等の費用は入居者各自の負担となります。
※2年目以降は入居時預かり金は不要です。安全管理費は8,120円になります。

管理人さんからのお帰りなさいの声がうれしい 洗濯はランドリールームで自分へのメッセージを見て気持ちを高める！個室なので集中して課題や作品に取り組める

間取図

神奈川中央交通バス
JR古淵駅より 女子美術大学へ
JR古淵駅ー女子美術大学
普通 15分
急行（途中停車1箇所） 13分

神奈川中央交通バス
小田急線相模大野駅より 女子美術大学へ
小田急線相模大野駅ー女子美術大学
20分

■交通／小田急小田原線「相模大野駅」 徒歩約4分

先輩インタビュー

女子美生専用で、オートロック付きで安心。だから、学生宿舎に決めました！
19,120円
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提携学生会館・学生マンション・一般アパート、マンション紹介業者

共立メンテナンス（杉並キャンパス・相模原キャンパス）

株式会社 学生情報センター （杉並キャンパス・相模原キャンパス）

お問い合わせ先

女子美術大学にご通学オススメな学生会館・学生マンションのご案内

女子美術大学 相模大野学生宿舎と併願申込み可能です！
相模原キャンパス対象 相模大野学生宿舎とナジックの学生マンションは同時申し込みがオススメ！

さらに、相模大野学生宿舎の入居抽選発表まで無料でお部屋を予約して頂けます。
※抽選時期や空室状況により受付できない場合もございますので、詳細は店舗までお問い合わせください。

女子学生会館ブリックス
食事付
家具付
管理人

月額
賃料 3.6万円～4.7万円
共益費●9,000円　敷金●なし 　 基本清掃費用●38,500円(税込)
入館料●120,000円（更新時も同様）
給湯料●3,564円(税込)　食費●22,000円(税込)
鍵交換費用●19,800円(税込)/契約時

■最寄駅／小田急線 町田駅 徒歩12分
■所在地／東京都町田市中町3丁目23-17
■竣工年月／1988年1月
■鉄筋コンクリート造4階（全260室）

【仲介】 取引条件有効期限：2021年9月30日●損害保険個別加入不要 ※保証委託必須

女子専用 相模原
キャンパス

●帖数／
　5.5～5.6帖
●専有面積／
　14.39㎡~
   14.50㎡

フォルテ相模が丘

共益費●8,000円　敷金●月額賃料1ヵ月分
礼金●なし　更新料●なし
鍵交換費用●25,300円(税込)/契約時

自転車
通学可能

相模原
キャンパス

日当たり◎
セパレート

月額
賃料 4.6万円～4.95万円

■最寄駅／小田急線 小田急相模原駅徒歩9分
■所在地／神奈川県座間市相模が丘1-12-22
■竣工年月／1997年3月
■鉄筋コンクリート造4階（全42室）

●帖数／6.9帖 ●専有面積／19.46㎡

リセーヌ杉並
家具家電付

月額
賃料 3.7万円～5.0万円

女子専用 杉並
キャンパス

共益費●9,000円　敷金●月額賃料1ヶ月分
入館料●60,000円(更新時も同様)
鍵交換費用●25,300円(税込)/契約時

■最寄駅／JR中央線・総武線 萩窪駅・阿佐ヶ谷駅 徒歩19分
■所在地／東京都杉並区本天沼2-40-5
■竣工年月／1989年1月
■鉄筋コンクリート造2階（全27室）

●帖数／
　5.0～7.5帖
●専有面積／
　15.84㎡
　～27.76㎡ 【仲介】 取引条件有効期限：2021年9月30日

●損害保険個別加入不要 ※保証委託必須

中央ラインハウス小金井食事付 杉並
キャンパス

共益費●15,000円　敷金●月額賃料1ヶ月分
入館料●120,000円／年（再契約時も同様）
鍵交換費用●25,300円(税込)/契約時

食費●17,600円／月(税込)　設備維持費●440円／月(税込)
電気基本料●2,200円／月（税込）※L棟・H棟のみ　ガス代●3,300円／月（定額・税込）※L棟のみ
水道料●2,750円／月（定額・税込）※L棟・H棟のみ

■最寄駅／JR中央線／東小金井 徒歩7～11分
 JR中央線／武蔵小金井駅 徒歩11～15分
■所在地／東京都小金井市緑町1-3-59（C棟）
 東京都小金井市緑町5-2-33（L棟・Ｈ棟）
■竣工年月／2020年3月
■鉄骨造1階（C棟・H棟）・2階（L棟）（全109室）

●専有面積/
10.44～15.94㎡

月額
賃料 5.1万円～7.5万円

【仲介】 取引条件有効期限：2021年9月30日●損害保険個別加入不要 ※保証委託必須

24時間管理の安全・安心な
ナジック学生マンション！

point

1
突然のトラブルも安心
安心の24時間管理体制

はじめてのひとり暮らし、慣れないマンションでの生活
で発生したトラブルにも24時間体制で対応します。
設備や騒音、体調面など様々な面でサポートすることで
入居者様が安心してお住まいいただける環境が整って
います。　Nasic CLUB24：年会費18,000(税別)

point

2 学生限定だからお隣さんも学生
生活時間帯が異なる社会人とのトラブルがありません。
※物件によって異なりますので詳細はお問い合わせください。

point

3 食事付・女子専用もあり！
食事付、女子専用物件あり！自転車圏内の学生マンショ
ンもございます♪

お問い合わせ・書類請求はコチラ

【仲介】 取引条件有効期限：2021年9月30日●損害保険個別加入不要 ※保証委託必須

相模原キャンパス担当

国土交通大臣免許（1）第9054号

町田店
ナジック

0120-749-339
042-710-7492TEL 042-727-7497FAX

2 428 839

営業時間
10月～3月 4月～9月

9時～18時 10時～17時 
定休日
10月～1月 2月～3月 4月～9月
水曜日

（祝日除く）
無休 土日祝

徒歩約2分
徒歩約3分

小田急線
町田駅南口より
JR横浜線
町田駅より

〒194-0013 東京都町田市
原町田6-3-3 町映ビル3F

杉並キャンパス担当
〒160-0023 東京都新宿区
西新宿1-22-15 グラフィオ西新宿7階

国土交通大臣免許（1）第9054号

新宿店
ナジック

0120-749-070
03-5909-5749TEL 03-5909-5790FAX

営業時間
10月～3月 4月～9月

9時～18時 10時～17時 
定休日
10月～1月 2月～3月 4月～9月
水曜日

（祝日除く）
無休 土日祝

668 388　

新宿駅西口より

徒歩約5分

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。※入館料(と更新入館料)はご契約期間にかかる賃料のことで、ご契約時(またはご契約更新時)に一
括お支払いいただく年間賃料のことです。なお、ご契約を中途解約された場合、解約された翌月からご契約満了までの入館料(または更新入館料)を月割りしてご返金いたします。ここに表示されている入館料(と更新入館料)は契約期間が1年の場合です。

加盟団体／（一社）不動産流通経営協会加盟　（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
労働者派遣事業許可番号 派26-300690　有料職業紹介事業許可番号 26-ユ-300508

加盟団体／（一社）不動産流通経営協会加盟　（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
労働者派遣事業許可番号 派26-300690　有料職業紹介事業許可番号 26-ユ-300508

新宿店
グラフィオ西新宿7F

ファミリー
マート

Wendy’s
First Kitchen

南口

KAMO
ヤマダ電機

バスタ新宿

NEWoMAN

西新宿一丁目
NEWoMAN

バスタ新宿バスタ新宿

大幸住宅株式会社（杉並キャンパス）

東仁学生会館（杉並キャンパス）

千修館（杉並キャンパス）

礼金なし

家具家電付
管理人
築浅築浅

洋室14.70㎡　定員40名 洋室16.69㎡　定員70名
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ドーミー町田2 相模大野まで電車で2分、
古淵まで4分。

■所在地／東京都町田市中町3-6-21
■交　通／小田急線「町田」駅

徒歩約9分
■構　造／鉄骨造4階建

75,100円～（食事別）

■食　費／17,400円
■入館費／150,000円
　　　　　（1年契約）
■保証金／50,000円
■管理費／216,000円（年）

複数年契約もご
ざいます。入館費
が異なりますの
で詳しくはお問
い合せください。

家賃

ドーミー西荻窪 吉祥寺まで電車で2分、
新宿まで12分、アクセス良好。

■所在地／東京都杉並区西荻北4-5-16
■交　通／ JR総武線・JR中央線

「西荻窪」駅徒歩約9分
■構　造／鉄筋コンクリート造5階建

72,400円～（食事別）

■食　費／17,400円
■入館費／160,000円
　　　　　（1年契約）
■保証金／50,000円
■管理費／256,000円（年）

複数年契約もご
ざいます。入館費
が異なりますの
で詳しくはお問
い合せください。

家賃

同時にお申し込みいただければ、「女子美術大学専用学生宿舎」に入居できなかった場合、「推薦学生会館」に入館することができます。
また、「女子美術大学専用学生宿舎」に入居が決まった場合には「推薦学生会館」に納めて頂いた入館手続き費用が全額返金となります。

「女子美術大学専用学生宿舎」と「推薦学生会館」は同時にお申込みいただけます。

There is a special contract for international student. Please call here. 03-5295-7889

女子美術大学  推 薦 学 生 会 館 のご案 内女 子 美 術 大 学  推 薦 学 生 会 館 のご案 内

0120-88-1030推薦学生会館事務局
株式会社 共立メンテナンス

併願制度

家具・備品付の居室学生会館は
安心・安全・
楽しい！

学生会館は
安心・安全・
楽しい！

推薦学生会館の
お問い合わせ

朝・夕2回の食事付食事
Breakfast & Dinner

寮長夫妻が常駐管理安心
Security & Safety

居室
Private Room

学生会館Dormy

女子
会館

相模原
キャンパス
対象

女子
会館

杉並
キャンパス
対象

※モデルルームの為小物類は付きません。※モデルルームの為小物類は付きません。

Residence Tower Clematis

女子美術大学生特別特典
室料 月額 10,000円割引

最大270,000 円割引

安心の朝夕食事付 /会館責任者常駐の安心 /家具・家電付の快適個室

女子美術大学 杉並キャンパス対象 女子専用学生会館

@tokyo_stage

朝・夕
食事付

お申し込み・お問い合わせ・ご見学受付番号

tohjin_dormitory

レンジデンス タワー クレマチス

（室数に限りがあります）保証金一律50,000円
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