
入館費

年間管理費

室　料

食事代（税別）

230,000

月払い 年払い

１年契約

180,000

２年契約

230,000
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半年払い

306,400

348,400

360,400

366,400

372,400

378,400

B

C

会館費用 単位：円 ◆費用の詳細

18,000 108,000 216,000

TOHJIN-DORMITORY

Dormitory Information

学生会館

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
しでもすぐに友達をつくる事ができます。

室料 月額 51,400 円～

男性専用

リーズナブルで安心

D

E

F

急行停車駅で
都心へのアクセスに快適

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 西東京

東仁学生会館 受付課行  FAX 042-463-8395

トウキョウドミトリーニシトウキョウ

　　20181213

 Tokyo Dormitory 
　　      西東京

※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、変更に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

0120ｰ88ｰ5575
E-mail  uketuke@tohjin.co.jp
@tokyo_stage tohjin_dormitory @tokyo.dormitory

保証金 200,000 100,000 50,000

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。

年　　　　　月　　　　　日生

（　　　歳）

- -

お名前 姓 名

都

フリガナ

現住所

電話番号

〒 -

生年月日

ご入学校名

道

府 県

す
べ
て
の
項
目
に
ご
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入
く
だ
さ
い
。

固
定
携
帯

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



Tohjin Dormitory

OM Mukoudai

Tohjin Dormitory

PRIVATE
ROOM
居室

室内設備

個室55室 12.37㎡

INTERNET
インターネット

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便利に
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“インターネットも完備”

PUBLIC
SPACE
共用設備

ダイニングルーム 大浴場 コインランドリーコインシャワー キッチンコーナー

清潔で明るい共用スペース
多彩な共用施設はスペースも設備も充実しています。専門の
スタッフが隅々まで清掃しますのでいつも清潔です。

ダイニングルーム・大浴場・トイレ（ウォシュレット付）
コインランドリー（乾燥機完備）・コインシャワー
キッチンコーナー・駐輪スペース

SECURITY
防犯設備

万全のセキュリティで皆様をお守りします。
玄関はオートロックシステムとなっており、防犯カメラを設置しています。警備会社の24時間
セキュリティシステムも導入し､学生の皆さんが安心して生活できる環境を整えております。

安心の朝・夕食事付で
皆様の健康をサポート
安心の朝・夕食事付で
皆様の健康をサポート

急行停車駅で楽々通学 人気のエリアへ快適アクセス急行停車駅で楽々通学 人気のエリアへ快適アクセス

みんなの憩いのスペース。会館責任者の心のこ
もった料理が待っています。
食事時間 朝食 AM7：00～8：00 夕食 PM6：00～7：00

広い浴室で心も体もリフレッシュ。専門のスタ
ッフが清掃していますのでいつも清潔です。
入浴時間 PM6：00～PM11：00    

会館にはコインシャワーが設置されていますの
で入浴時間を過ぎても安心です。24時間ご利用
いただけます。（100円で10分間お湯が出ます）

乾燥機能付のコインランドリーも完備しています。
雨の日の洗濯も安心です。

ダイニングルームにはキッチンコーナーを設置し
ています。日曜や祝日の食事の無い日にご利用く
ださい。

ゆとりの食事スタイル 朝食 AM7:00 AM11:00
PM6:00 PM11:00夕食

西武新宿線

山手線

東西線

★
新宿

高田馬場

田無

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可能
◆高田馬場駅まで 乗車時間約17分
◆JR山手線 新宿駅まで 乗車時間約21分
◆JR山手線 渋谷駅まで 乗車時間約28分
◆JR山手線 池袋駅まで 乗車時間約21分
◆JR中央線 四ッ谷駅まで 乗車時間約26分

入館実績校
亜細亜大学、成蹊大学、中央大学、
東京農工大学、武蔵野大学、武蔵野美術大学
法政大学（小金井ｷｬﾝﾊﾟｽ）、東京富士大学
中央美術学園、山野美容専門学校、
真野美容専門学校､国際文化理容美容専門学校
日本外国語専門学校、ESPｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ東京、　
中央理容専門学校、一橋学院、
東京YMCA国際ﾎﾃﾙ専門学校、他

西武新宿線田無駅

A&A西東京スポーツセンター 小金井公園
会館のすぐ近くにはスポーツセンターがあり
ます。休日にご利用してみてはいかがでしょ
うか。

伝統を受け継ぐサクラの名所“小金井公園”。
友達と自転車で遊びに行ってはいかがでし
ょうか。

駅直結型ショッピングモールや飲食店などが建
ち並び、とても便利な環境です。市役所、郵便
局、警察署、総合病院など、駅の周辺に全て揃
っています。

サミットストア
会館の近くにあるサミットストア。店内にコ
ジマ電気や本屋もあり、買い物に便利です。
BIG-A も近くにあるので休日の日も安心です。

東仁学生会館は、安心・安全
な食事を提供します

◆名　称：トウキョウドミトリーニシトウキョウ

　　　　（旧名：ドミトリー西東京）

◆所在地：〒188-0013 

　　　　　東京都西東京市向台町3-2-21

◆交　通：西武新宿線田無駅南口下車徒歩8分

Tokyo Dormitory 西東京 閑静な住宅街に位置したこの会館は、
勉強に集中したい学生には最適な環
境です。最寄り駅は西武新宿線の田
無駅。急行停車駅ですので、通学は
もちろん、休日の買い物などにもと
ても便利な環境です。バスや自転車
を利用すれば、JR 中央線沿線へも
アクセス可能です。

自転車で各キャンパスへ通学が可能です自転車で各キャンパスへ通学が可能です

カットルームは、国家試験対策とコンテスト対策どちらも視野に入れました。
新しい備品をそろえるのはもちろん、皆さんのトレーニングが楽しくなれば
と思い、内装は綺麗なサロンをイメージして作りました。

カットルームは、国家試験対策とコンテスト対策どちらも視野に入れました。
新しい備品をそろえるのはもちろん、皆さんのトレーニングが楽しくなれば
と思い、内装は綺麗なサロンをイメージして作りました。

充実の

スキルア
ップ

設備 カットルーム
設置備品一覧

■スツール（2脚）
■カットテーブル（2台）
■ワゴン（2台）
■デッサン用ホワイトボード（2台）
■スタンドミラー（1台）
■壁掛けミラー（1面）

Cut Room Cut Room Cut Room 

全室Wi-Fi 対応

武蔵野大学武蔵野大学 亜細亜大学亜細亜大学 法政大学（小金井キャンパス）法政大学（小金井キャンパス）

向台公園
武蔵境通り (バス停・向台一丁目）目の前に
位置する公園です。園内は大きな木々に囲ま
れているため、夏は涼しく安らげる空間です。

総合病院
2015 年 6月に会館のすぐ近くに総合病院が
開院しました。

生活スタイルに合わせて食事ができ
ます。  お取り置きのシステムがあり
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などで帰り
が遅くなっても安心です。

出  　窓

エアコン

ベッド

棚付机 クロー
ゼット

椅子

ドア

ラック

2ドア式冷蔵庫

武蔵境（自転車圏内）
JR中央線

共用設備

エアコン クローゼットベッド冷蔵庫

※別途申込制
（有料）となります。

※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。

机・椅子 ラック


