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東仁学生会館 入居申込書

名

都

生年月日

保護者
または保証人
お名前

年　　　　月　　　　日生
（　　　　歳）

※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。

道
府 県

ご入学校名
またはご就職先名

お支払回数

Memory 田無

1回払い 2回払い 12回払い

ご希望居室

す
べ
て
の
項
目
に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

お名前

フリガナ

現住所

電話番号
固
定
携
帯 - -

〒 -

↑↑↑　　　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 受付課行  FAX 042-463-8395

姓

タイプ

続
柄

電話番号 - -

お申込み・お問い合わせ

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-34-8大輝ビル303　TEL 03-3204-1888
受付時間 AM10:00～PM5:00　定休日：水、日 

http://www.tokyo-stage.co.jp/
最新の情報はホームページでご覧いただけます。

〒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
お申し込み・お問い合わせ・ご見学受付番号

0120-88-5575
uketuke@tohjin.co.jp

高田馬場オフィス 〔 高田馬場駅 戸山口目の前 〕 ※お越しの際は事前にご連絡ください。

家電・家具レンタル申込書
テレビ

電子レンジ

洗濯機

冷蔵庫

※ご希望の項目へ　　をご記入ください。
※テレビレンタルは希望者のみ無料となります。
※家電・家具、モバイルWi-Fiルーターのレンタル費用、水道光熱費については毎月の引き落としとなります。

館 費

入 館 費
管 理 費
保 証 金

総合保険料

／

／
／
／

／

１年間分の賃料です。払い込み方法は原則として一括払いですが分割払い（2回・12回
払い）も可能です。
契約時の礼金にあたるものです。
アパートの共用設備等の維持・管理に要する費用です。
ご契約時にお支払いいただき、退居時に居室内の補修費用が発生した場合は必要経
費を差し引いて無利息で返金いたします。
借家人賠償責任・傷害特約保険（住居・家具類・怪我・盗難等）
Memory Seriesの専用保険料です。（全員加入していただきます）

※契約期間は1年更新となります。
※契約期間満了後もご利用いただくには、更新の手続きが必要になります。
※契約期間の途中で解約される場合は別途違約金をいただきます。
※左記以外に入居後の電気・水道・ガス等の費用がかかります。
※水回り清掃（キッチン・バス・トイレ）の依頼も承っております。（有料）

費用の詳細

●左記の金額はお一人でご入居された場合の１年間分です。
●初期費用の分割払いも可能です。詳しくは東仁学生会館までお問い合わせください。

Memory 田 無Memory 田 無Memory 田 無
女性専用 Memory Series

Memory Series

号室

20 1 7 1 0 1 2

@tokyo_stage tohjin_dormitory

費 用

Tohjin Dormitory

モバイルWi-Fiルーターレンタル申込書

月3 , 0 0 0円
（税別） 希望する 希望しない

外出先でも快適アクセス
au Speed Wi-Fi NEXT W04

ご入居されている期間中（最大2年間）
ご利用いただけます。

ご希望の方には別途申込資料を
送付致します。

2017年 10月Renewal Open2017年 10月Renewal Open
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お２人で住まれる方へ
お友達やご姉妹と一緒にお２人で
ご入居される場合は1人35,000円/月
（2人で70,000円/月）
となります。詳しく
は東仁学生会館ま
でお問い合わせく
ださい。

入館費

年間管理費

館費
（消費税込み）

保証金

60,000

12回払い 1回払い

60,000

52,000

53,000

54,000

624,000

636,000

648,000

総合保険料 18,000

2回払い

312,000

318,000

324,000

プイ
タ

A

B

C

50,000

単位：円

１部屋毎にコーディネートされたおしゃれ空間！
バス・トイレ セパレートタイプのワンルーム
１部屋毎にコーディネートされたおしゃれ空間！
バス・トイレ セパレートタイプのワンルーム

2 2 型液晶テレビ

全自動洗濯機

7 5 0W  庫内 2 1 L 式

サイコロ型

テレビボード

シェルフ

ローテーブル

ベッド

（１品につき月額500円/税別）

マットレス

（Country） （Chic） （Resort） （Paris）

（California） （Wood） （Aloha） （Vintage） （Northern Europe）

53,000

ʗɼʯ
（Cafe）
B



高田馬場

新宿

原宿

渋谷

三鷹八王子

山手線

東西線
西武新宿線

西武池袋線

西武
柳沢

Memory 田無 概要
◆名称： Memory 田無（メモリータナシ）
◆住所： 東京都西東京市南町1-9-16
◆交通： 西武新宿線 西武柳沢駅徒歩6分・田無駅徒歩13分
◆居室： 10室　女性専用ワンルームタイプ（バス・トイレ別）
◆館費： 月52,000～54,000円（お一人で入居された場合） 
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安心・安全でお掃除もラクラク！安心・安全でお掃除もラクラク！
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中野

田無

池袋
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壁紙、床材、家具をテイスト別に
コーディネートしました！
自分好みのお部屋がきっと
見つかるはず！おしゃれなお部屋
で東京生活を楽しみましょう！

お部屋の雰囲気を10テイスト
ご用意しました
お部屋の雰囲気を10テイスト
ご用意しました
Room Taste

#101 Cafe
#102 Country
#103 Chic
#105 Resort
#106 Paris

#201 California
#202 Wood
#203 Aloha
#205 Vintage
#206 Northern Europe
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誰が来たか一目でチェックできて
安心。
誰が来たか一目でチェックできて
安心。

寝室にしても良し。
収納としても使えます。
寝室にしても良し。
収納としても使えます。ゆとりのあるスペース。ゆとりのあるスペース。

１階は全室おしゃれな
シーリングファン付き照明
１階は全室おしゃれな
シーリングファン付き照明
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家具・家電についてはレンタルをご用意しております。
料金などの詳細は裏面の最終ページをご覧ください。
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※画像はイメージです。※画像はイメージです。
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First Floor

間取例

※お部屋の装飾品はイメージです。
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#Resort#Resort

106106
#Paris#Paris

103103
#Chic#Chic

202202
#Wood#Wood
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#California#California

μ˳ửஙႸᛦỂˁɥậẺấᢿދỊ

ᙱෙެửज़ẳẰẶỦợạễ

ỡẾẺụểẲẺᐯЎẻẬỉئއ

ἜἓἷἻἽễᑥӳẟỂỶὅἘἼỴầପảỦỸἕἛἘỶἋἚ

ภẦẪề௩ỤẦẟᆰ᧓ỊẟếờᓳẼბẪئ

ἣἼỉɭမᚇầẩỠẾểᛄộẾẺ

᩼ଐࠝửԛỪảỦီᆰ᧓
※お部屋の装飾品はイメージです。
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Second Floor

101 102 103 105 106
First Floor



Memory 田無

なひとり暮らし安心で快適
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Event

東仁学生会館が開催する様々なイベントに
無料で参加できます。思い出づくりや友達づくりに、ぜひご参加
ください。※開催されるイベントは年度によって異なります。

※東仁学生会館の過去に行われたイベントはホームページでご覧
　いただけます。　www.tokyo-stage.co.jp/event

Instagram、Twitter、ホームページでイベントをcheck

www.tokyo-stage.co.jp

TOHJIN DORMITORY MemorySeries

無料で参加できる
年間を通じてのイベント

警備会社と提携した
安心のセキュリティ

Security

東京で生活する上で不安の１つが防犯面で
す。 Memory 田無では、防犯カメラを設置し
安全をサポート。玄関にはモニター付インター
ホンを設置。警備会社と提携した24時間緊急
通報システムも完備していますので、安心して
生活がおくれます。

お部屋をテイスト別に選べる
　　　　新しい住まいのカタチ

@tohjin_dormitory@tohjin_dormitory

学生会館で夕食が
召し上がれます

Meal Service

Instagram、Twitter、ホームページでご覧いただけます

www.tokyo-stage.co.jp
@tohjin_dormitory@tohjin_dormitory

※東仁学生会館のホームページで日々のメニューが１週間毎に
　ご覧いただけます。　www.tokyo-stage.co.jp/wmenu

ひとり暮らしで心配な食生活も東仁学生会館のMemory Series
なら安心です。健康面のサポートとして、近隣の指定学生会館で
夕食を召し上がる事ができます。栄養バランスのとれた美味しい
食事でひとり暮らしをサポートします。

指定学生会館
Residence Tower 東伏見
西武新宿線 東伏見駅 北口より徒歩１分
〒202-0014
東京都西東京市富士町 4-13-24

www.tokyo-stage.co.jp

203203
#Aloha#Aloha

205205
#Vintage#Vintage

#Northern Europe#Northern Europe
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Second Floor
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