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会館費用 単位：円

◆費用の詳細

200,000 100,000 50,000

西武新宿線西武柳沢駅

TOHJIN DORMITORY

Dormitory Information

閑静な住宅街で
勉強に最適な環境
閑静な住宅街で
勉強に最適な環境

●安心の朝夕食事付
●家具・家電付の快適個室
●会館責任者常駐の安心システム
●万全のセキュリティ

●安心の朝夕食事付
●家具・家電付の快適個室
●会館責任者常駐の安心システム
●万全のセキュリティ

主要駅迄の乗車時間と定期代（学割）
●新宿（22分）
　定期代1ヶ月=5,410円
●高田馬場（18分）
　定期代1ヶ月=3,150円
●池袋（22分）
　定期代1ヶ月=5,410円

※2018年調べ

新宿まで乗車時間約22分。
駅前には図書館があり、勉強
に最適な環境です。バスを利
用して人気の街“吉祥寺”へ
楽々アクセスできます。

人気のデザイナーズルームあります人気のデザイナーズルームあります

リーズナブルで安心リーズナブルで安心
室料 月額 47,400円～

D
E

トウキョウドミトリーセイブヤギサワ

キリトリ

↑↑↑　　　FAXでお申込みされる方は、このままご送信ください。　↑↑↑

東仁学生会館 入館申込書

※これら個人情報を無断で他の目的に利用、第三者への開示はいたしません。

Tokyo Dormitory 西武柳沢

東仁学生会館 受付課行  FAX 042-463-8395

年　　　　　月　　　　　日生

（　　　歳）

20181211

学生会館
女性専用  Tokyo Dormitory 

　　  西武柳沢

東仁学生会館のホームページで、各会館の様

子や最新情報をご覧いただけます。会館見学

や各種お申し込みも可能ですので、ぜひお気

軽にアクセスしてください。

ホームページから各種お申し込みが可能です
〒202-0014 東京都西東京市富士町 2-10-17 東伏見ビル
TEL 042-469-5666（代）   FAX 042-463-8395

E-mail  uketuke@tohjin.co.jp
@tokyo_stage tohjin_dormitory @tokyo.dormitory

0120-88-5575

食事代（税別） 18,000 108,000 216,000

※中心価格は、Cタイプとなります。
※支払い回数特典として2年分費用を一括でお支払いの場合、室料の総額より50,000円を割引いたします。その他、
　年払いや半年払いも割引特典がございますので、詳しくはお問い合わせください。
※室料及び食事代の払込方法は原則として１回払いですが、分割払い（２回払い・12回払い）も可能です。
※1年契約でご入館され2年目も在館される場合、継続料として室料1ヶ月分の費用がかかります。  

●入　館　費／室内備品、共用備品の補充、各種設備の償却費です。
●年間管理費／食事管理、その他の生活管理に要する費用、及び共用部分の水道、光熱、冷暖房費と維持費です。
●室　　　料／１年間分の室料です。
●食　事　代／朝夕２食の食事代です。（日曜・祝日・休業日を除く）
●保　証　金／1回払いの場合は50,000円、分割払いの場合は2回払い100,000円、12回払い200,000円と
　　　　　　  なります。退館後に必要経費､ルームクリーニング料を差し引いて無利息で返金いたしますが、
　　　　　　  途中退館者には返金いたしません。
●消　費　税／税法改正が行われた場合には変更となりますのでご承知置きください。
●タ　イ　プ／居室は広さ、階層、方角等によりタイプ別に館費を定めております。
※上記費用以外に、入館に際し下記の費用が必要になります。
　1. 取置き用食器及びマットレスカバー、ベッドパッド料金
　2. リース寝具、リースカーテン、保険、清掃、CATV等をご希望の方は利用料
　3. 電気の定額料
　4. 通信設備利用料
　

東仁学生会館のSNSで
最新情報をCheck！

http://twitter.com/tokyo_stage
@tokyo_stage

https://www.instagram.com/tohjin_dormitory
tohjin_dormitory

東仁学生会館の朝夕の食事や、イベント情報、また、ホームページの更新
情報など、最新の情報をFacebook・Twitter・Instagramで公開していま
す。毎日ぜひチェックしてください！

入館希望者 紹介制度
東仁学生会館の「入館希望者紹介制度」はご入館いただいた
皆様からのご紹介を大切にしたいと考え、制定した制度です。
ご紹介者様とご入館者様の両方にお得な特典がございます。
詳しくは東仁学生会館までお問い合わせください。
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保護者様
お名前

ご出身校名

ご契約年数
お支払回数

1年契約

2年契約 2年一括 年払い 月払い半年払い

年払い 半年払い 月払い

メールアドレス



Tokyo Dormitory Seibuyagisawa

Tohjin Dormitory

閑静な住宅街にある ほっと落ち着ける会館
リーズナブルな学生会館なら

 Tokyo Dormitory 西武柳沢 Tokyo Dormitory 西武柳沢
ここで
決まり！女子専用

学生会館

●名　称：トウキョウドミトリーセイブヤギサワ
 　　　　　（旧名：ドミトリー柳沢）
●所在地：〒202-0022 東京都西東京市柳沢 5-5-1
●交　通：西武新宿線西武柳沢駅南口下車徒歩 6分

西武池袋線

西武新宿線

副都心線 山手線

東西線
★

池袋

新宿

高田馬場

西武柳沢

西武新宿線高田馬場駅より
JR山手線・東京メトロ東西線へアクセスできます

高田馬場駅から主要駅までの所要時間
◆JR山手線 新宿駅まで 乗車時間約4分
◆JR山手線 池袋駅まで 乗車時間約5分
◆JR山手線 渋谷駅まで 乗車時間約11分

ACCESS
新宿、渋谷に快適アクセス

PRIVATE ROOM

お部屋は全て個室ですので、プライベートを大事にしたい方にも安心です。
生活に必要な家具・家電品は既にお部屋に完備しておりますので
バッグ１つでご入館されても、新生活をすぐにスタートできます。
お部屋は日当たりも良好ですので、ぜひ一度見学にいらしてください。

高速光ファイバー回線の通信設備が全てのお部屋に設置されています。
全室Wi-Fi対応ですので、パソコンはもちろん、スマートフォンや
タブレット端末なども快適にご利用いただけます。
※別途申込制（有料）となります。　　　　　　　　　　　

勉強や就職活動に必須な
インターネットもご用意しています

個室41室 9.07～10.72㎡

室内設備

居室間取例

人気の
デザイナーズ

ルームありま
す

安心の朝夕食事付で皆様の健康をサポートします
専門のスタッフが美味しさと健康を考えた献立を、徹底した衛生管理のもとで調理します。厳選した安心の食材で

栄養バランスの良い食事を朝・夕提供いたします。心配な食生活も規則正しく送ることができます。

ゆとりの食事スタイル
お取り置きシステムがありますので朝は11：00、夜は23：00
まで食事が召し上がれます。学校がお休みの日や、授業やサー
クル活動で帰りが遅くなっても安心です。

朝食 AM7:00 AM11:00
PM6:00 PM11:00夕食

東仁学生会館は、安心・安全な
食事を提供します

東仁学生会館の毎日のメニューはホームページ

やSNSでご覧いただけます。通学途中や学校の

お昼休みなど、気軽に確認ができますので

ぜひご覧ください。

清潔で明るい共用設備は、スペースも設備も充実しています。会館内は専門のスタッフが隅 ま々で清掃しています
ので、いつも明るくて清潔です。

ダイニングルーム
※24時間ご利用いただけます。

洗面
※24時間ご利用いただけます。

大浴場
※入浴時間PM7:00～PM11:00

コインランドリー
※24時間ご利用いただけます。

玄関はオートロックですので、ひとり暮らしで心配なセールス

や勧誘などはシャットアウトします。警備会社の巡回システム

もありますので、女性の方でも安心して生活ができます。また、

東京の親代わりとなる会館責任者が常駐しておりますので、

万が一の病気や怪我の時も安心です。

内廊下ですので安心です
会館内は内廊下ですので、治安の面でも安心です。
一般のアパートやマンションと違い、隣同士は同年代
の学生だけですので不安はありません。

東仁学生会館は
綜合警備保障（株）
と提携しています。

“電波クリーニング”でもっと安心に

近年、一般家庭に至るまで、盗聴・盗撮事犯が増えており、社
会問題となっています。東仁学生会館では、システム上、盗聴
・盗撮機器が仕掛けられる恐れは無いと自負しておりますが、
よりお客様に安心して生活いただけるよう、シグナルポリス（
盗聴・盗撮検知器）を使用し、定期的な調査を行っています。

田無

急行・快速急行停車駅『田無駅』も徒歩圏内

生活に必要な家具・家電品は備え付けです

会館内は隅々まで清潔です

万全の防犯設備で皆様をお守りします

渋谷

交番

ツイッター・インスタグラムでも公開しています

共用設備

ダイニングルーム・大浴場
トイレ（ウォシュレット付）

コインシャワー
キッチンコーナー

コインランドリー（乾燥機完備）
駐輪スペース

椅子

机

出　窓

ベッド 冷蔵庫

クローゼット

ラック

ドア

本棚

エ
ア
コ
ン

全室Wi-Fi対応

いつも誰かがそばにいる安心感
学生会館には、同じ目標を持っ
た同年代の仲間が一緒に生活
をしています。
食事の時間や無料のイベント
など、 年間を通じてたくさんの
交流の機会がありますので、初
めての一人暮らしでもすぐに
友達ができます。

会館責任者常駐の安心システム
学生会館には、東京の
“お父さん”“お母さん”とも言
える会館責任者が常駐し、慣
れない一人暮らしをサポート
しています。一人暮らしで心配
なのは健康面での問題です。
万が一の病気や怪我の時に
は、心強い味方になってくれま
すので安心です。

※テレビは無償にてレンタルいたします。
　（地上波のみの提供となります）
※居室により一部備品が異なります。
※別途オプションにてロングサイズベッド、
　ハイグレードマットレスのレンタルを
　ご用意しておりますので、お問い合わせ
　ください。エアコン 冷蔵庫 机・椅子 クローゼット ラック本棚ベッド

@tokyo_stage tohjin_dormitory


