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■（株）ICUサービス

当社は、学校法人国際基督教大学出資100％子会社です。
信頼できる優良不動産業者を選りすぐり、大学と連携をとり
皆様にサービス提供しています。
お問い合せは各業者へ直接お問い合せ下さい。

,
株式会社

ICU サービス

〒 181-8585
東京都三鷹市大沢 3-10-2 国際基督教大学内本部棟 2F
TEL：0422-33-3530 Mail：info@icu-service.com
Home page：http://www.icu-service.com/
Office Hour：月～金 9:00-12:00 ／ 13:00-17:00

詳しくは

ICU サービス

検索

鐵マネジメント株式会社
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2020 RESIDENCE GUIDEBOOK

ひとり 暮 らし を 希 望 さ れ る I C U 生 の み な さ ん へ
期待と不安でいっぱいの、はじめてのひとり暮らし。
充実したキャンパスライフを送るには、しっかりとした生活環境を整えることが重要です。
国際基督教大学では、みなさんにオフ・キャンパス（大学敷地外）に
安心の住まいをご紹介できるよう、
（株）ICU サービスを通じて各提携業者に委託し、
食事付きタイプの学生会館、学生専用のマンション、一般賃貸アパート・マンション、
シェアハウスという、大きく分けて 4 種類の住まい探しのサポートを行っています。
それぞれのメリットも異なりますので、自分自身が納得できる物件を見つけて、
健やかなキャンパスライフを送ってください。

お 部 屋 探しの 流 れ
① 希望条件の決定

② 資料請求

③ 物件の絞込み

④ 物件の申込

予算や設備、住みたいエリア、通学
時 間の上 限などの 条 件を 決 めま
しょう。条件決定の参考には、
（株）
ICUサービス提携業者のWebサイ
トや雑誌が便利です。通学に便利
な物件を見比べながら、条件に優
先順位を付けていきましょう。

お部屋探しの条件が決まったら、希
望に近そうな物件の詳しい資料を
請求しましょう。資料請求するとき
は、希望の物件とともに条件など
も知らせておくとスムーズです。資
料が届いたら、実際の空室状況を
確認して絞り込んでいきましょう。

希望物件が絞り込めたら、物件の下
見をしましょう。見学は事前に取扱
提携業者に連絡しておくとスムー
ズです。実際にお部屋の内部が見
学できない場合もありますが、提
携業者では写真、動画、モデルルー
ムなどのサービスを用意していま
すので賢く利用しましょう。

気に入った物件が見つかったら、
次はいよいよ申込・契約です。不動
産業者から説明を受ける内容につ
いて、理解・納得ができるまで確認
し、署名・捺印しましょう。重要事
項説明書と契約書はセットにして
退室するまで保管しましょう。

ワ ン ポ イ ン トア ド バ イ ス
1

家賃の予算を決めるときは…
家賃・管理費・光熱費を考慮！

2

立地条件を決めるときは…
通学時間・乗換回数、駅まで
の距離を考慮！

3

4

部屋の種類を決めるときは…

学生会館、学生専門マンション、一般のア
パート・マンション、シェアハウスから選択！

実際に見学するときは…
商店街、コンビニ、スーパー、
病院、銀行等をチェック。

お 部 屋 探 し の P O I N T 条件に優先順位をつけて絞り込んでいくと希望のお部屋が見つかりやすい！！

お 部 屋 に 関 する豆 知 識
1

マ ン シ ョンと アパ ート の 違 い

2

「 駅 か ら の 徒 歩 分 数 」基 準 は ？

主に鉄骨や鉄筋で建てられたものをマンションと言い、木造や

「不動産表示に関する公正競争規約」に基づき、距離80m=1分

軽量鉄骨で建てられたものをアパートと言います。一般的にマ

として表示されています。

ンションの方が賃料は割高になりますが、アパートよりも音が漏
れにくく、断熱や耐震にも優れていると言われています。

3

賃 貸 物 件・費 用 用 語 説 明
敷

金：借主から貸主へ預け入れるお金。退去する時に、家賃の未払いや部屋の損傷がある場合には、敷金から差し引かれ、余剰金が借主に

礼

金：権利金ともいわれ、アパートなどの賃貸の権利を得るために借主から貸主に支払われるもの。退去の場合でも変換されません。

賃

料：賃貸契約において賃借人が支払う使用の対価、家賃。同じ物件でも、日当たりや階数などお部屋の条件によって金額が変わります。

変換されます。

共益費（管理費）：階段・廊下の清掃・ごみ処理など、共用部分の維持管理のために借主が負担する費用。
仲介手数料：仲介業者（不動産業者）を通じて部屋を借りるときに、手数料として仲介業者に支払う費用。通常、家賃の1ヶ月分が必要。
更 新 料：賃貸契約の期間が満了した場合、契約の更新にあたって賃借人から賃貸人に支払われる金銭を「更新料」といいます。首都圏の相場
は2年ごとに家賃の1〜2ヶ月分。

保 証 会 社
に つ い て
guarantor company

1

海外からの留学生で、日本国内に保証人のなり手がいない場合、国際基督教大学では、
株式会社グローバルトラストネットワークスを保証会社としてご紹介しています。
When international students cannot find a guarantor in Japan.
ICU recommends Global Trust Networks Co.,Ltd, as a guarantor company.

株式会社グローバルトラストネットワークス
Global Trust Networks Co.,Ltd

TEL:03-6804-6801 FAX:03-6804-6802
http://www.gtn.co.jp

住まい別 I N D E X

【 Basic terminology of searching room in Japan】

プのお部屋をご紹

Utilities may be charged separately from the rent. Apart from the rent, some
facilities require management fee.

Shikikin(Deposit):

付いている寮タイ

At the time of contract, the amount equivalent to 1 to 2 months rent is required
as a security deposit. The deposit shall be applied for room cleaning and repairing

学生会館

Rent & Fees:

学生向けに食事も

the damages, if any, when you vacate the room.

Furnished
Sharing Bathroom,
Meal service included
Female only or Male only
Guaranty Fee required

gratitude to the landlord. This is a non-refundable fee normally equivalent to 1 to

＊寮希望の方にお勧め。
（ICU 学生寮との併願可）

2 months rent.

Real estate may require agency fee.

Renewal fee:

Renewal Fee (non-refundable) may be required at the time of renewing the
contract every 2 years, normally equivalent to 1 to 2 months rent.
The tenant may be required to nominate a guarantor, who would
guarantee paying the rent in case you would not be able to pay. If you
know someone, who has independent household in Japan, and agrees to
be your guarantor, you would nominate the person and let him/her sign
the document. But if you do not know anyone, ICU Service can introduce a

学生マンション

Agency fee:

学生のみが入居で
きるマンションタ
イプのお部屋をご
紹介しています。
＊ Student Apartment ＊
Students only
Manager on duty
Furnished
Some including meal
service
Female students only
properties available
Guaranty Fee Required

commercial guaranteeing company called Global Trust Network (GTN).

Insurance:

Students only
Manager on duty 24/7

Kitchen & Lounge

Reikin (Gratuity fee): There may be required customary payment at the time of contract to show

Guarantor:

介しています。

＊ Student Dormitory ＊

No Intermediary Fee
＊寮希望の方にお勧め。

Your landlord may request you to purchase tenant insurance for damage
liability including fire. Please ask your agents.

家具

Furniture

学生会館

Student Apartments
(Gakusei Mansion)

Regular Apartments
(Unfurnished)

シェアハウス
Sharehouse

※1

家賃 ( 月 )

初期費用

平均月 87,000 円

2 年で 45 〜 50 万

朝・夕食付

（短期の場合は別途）

Monthly Rent

Average JPY87,000
w. BF&DN
*International Students
Discounts available.

平均月 68,500 円
Average JPY68,500

※1

Initial Costs

Short Term

50,000 円

( 光熱費込）

キャンペーン有

Average JPY68,000
（Utilities Incld.)

JPY50,000
*Special Discounts
Available

＊ Apartment unit ＊
Unfurnished or furnished
Initial fee & Deposit
requred

保証会社利用

5 times of
Monthly Rents

平均月 68,000 円

学生だけでなく、
一 般の 社 会人・単
身者など、様々な
人が住んでいます。

Utilities not included

Depends

家賃 5 ヶ月分

3 to 4 times of
Monthly Rents

保証人

Guarantor

条件により必要

JPY450,000~500,000
for 2 years
(Short Term: TBD)

平均月 50,000 円〜 家賃 3 〜 4 ヶ月分
Average JPY50,000~

短期契約

Guarantee

※3

要
REQUIRED

不要
NOT Required

※1：家具レンタル有。 Furniture rental available at cost
※2：パッケージ有。自身で契約不要。 Utilities package available. No need to negotiate with utility companies by one’s self.
※3：基本的には最低２年。物件により交渉可能。 Minimum rent term is from 2 years, negotiable depends on properties.

シェアハウス

アパート ( 家具無 )

Utilities

※2

Student Dormitories
(Gakusei Kaikan)

学生マンション

光熱費

アパート

タイプ 別比 較 表 Rooms chart

共 有 の ラウンジ・
キッチンあり。
家具付き、短期利
用可・光熱費込み。
入居者同士がより
良いコミュニケー
ションの取れるお
住まいをご用意し
ております。
＊ Share House ＊
Furnished
Sharing Bathroom,
Kitchen & Lounge
Utilities included
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■ 学 生 会館

様々な大学の学生が集う学生会館。交流を深めるうちに視野も人脈も広がります。

TEL:0120-88-1030
http://www.gakuseikaikan.com/

仲介手数料

¥0

学生会館

学生会館 室数限定! 学寮との併願申込みが可能です。
1

SUPPORT

2

SUPPORT

食事

手作りの食事を
提供。

Meals

Serving homemade meals.

安心

3

SUPPORT

寮長・寮母夫妻が
住み込み。

Security

家電・家具付で
引越がらくちん。

居室

Dorm manager and his
wife take care your daily
life with living in the
same building.

Room

Most rooms include
furniture and appliances.
Easy to move in and out.

ICU自転車圏内新規リニューアルオープン物件!!

学生マンション

Men &
ドーミー武蔵境2
Women （仮称）

交通

JR中央線
「武蔵境」
駅徒歩7分

Access About 7 min walk from Musashisakai station on
JR Chuo Line
食事
居室
洋室17.05㎡ 定員50名
なし
Room 17.05m2/room Capacity: 50 people
ICUまで自転車で約12分

Rent

About 12 min to
ICU by bicycle

入居実績物件

歓迎会等
多数イベントあり。

Communication

Cleaning staff keeps
common spaces clean
(all the time).

Welcome party and
more other events
are planned.

JR中央線「武蔵境」駅徒歩17分

居室

洋室9.45㎡

交通

定員51名

9.45m2/room Capacity: 51 people
ICUまで自転車で約12分

About 12 min to
ICU by bicycle

Rent

※Free meals

JR中央線「武蔵境」駅徒歩16分

Access About 16 min walk from Musashisakai station
on JR Chuo Line
食事
居室
洋室9.45㎡ 定員54名
なし
Room 9.45m2/room Capacity: 54 people
ICUまで自転車で約12分

About 12 min to
ICU by bicycle

68,000 yen

Rent

48,000 yen

Current ICU students’ recommendation

アパート

所在地

東京都小金井市貫井南町3-3-23

交通

JR中央線
「東小金井」駅徒歩約13分

交通

JR中央線「武蔵小金井」駅徒歩約12分

洋室13.77㎡

居室

洋室9.72㎡

Room

Address

2-6-30 Kajino-cho,
Higashikonagei-shi Tokyo-to

Access

About 13 min walk from Higashi
Koganei station on JR Chuo Line
定員46名

武蔵小金井

About 12 min to ICU by bicycle

Rent

71,100 yen

Rent+meals

88,500 yen

ドーミー府中コミュニティハウス Dormy Fuchu Community House
交通

Access

シェアハウス

About 15 min to ICU by bicycle

ドーミー府中白糸台

Access

白糸台

68,100 yen

Rent+meals

85,500 yen

定員39名

西武多摩川線
約10分

86,400 yen

Shiraitodai

交通

About 12 min walk from Tama
station on Seibutamagawa Line

Rent

Rent+meals

About 16 min to ICU by bicycle

Women

About 12 min walk from Musashi
koganei station on JR Chuo Line

武蔵境

※自転車での通学も可能（3.7km）

西武多摩川線
「多磨」駅徒歩約12分

武蔵境

※自転車での通学も可能（3.6km）

JR中央線
約4分

3-2-23 Nukuiminami-cho,
Koganeish-shi Tokyo-to

9.72m2/room
Capacity: 39 people

Room

13.77m2/room
Capacity: 46 people

武蔵境

※自転車での通学も可能（2.4km）

西武多摩川線
約7分

ドーミー小金井 Dormy Koganei

東京都小金井市梶野町2-6-30

居室

JR中央線
約2分

Women

所在地

Access

多磨

交流

Women （仮称）シェアハウスドーミー武蔵境 Sharehouse
Dormy Musashisakai

Access About 17 min walk from Musashisakai station
on JR Chuo Line
Room
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SUPPORT

掃除当番なし！
いつも清潔です。

Facilities

（仮称）アジアグローバルハウス Asia Global House

交通

68,000 yen

Address

東小金井

設備

We newly open 3residents near ICU.
You can access by bike. More info is coming up soon!

ドーミー東小金井2 Dormy Higashi Koganei 2

Men

Men

Men

Dormy Musashisakai2

4

SUPPORT

西武多摩川線「白糸台」駅徒歩約10分

About 10 min walk from Shiraitodai
station on Seibu Tamagawa Line

武蔵境

※自転車での通学も可能（4.6km）

About 20 min to ICU by bicycle

Rent

65,100 yen~

Rent+meals

82,500 yen~

お 問 い 合 わ せ ・ お 申 込 み 先 Applications and Inquiries

㈱共立メンテナンス学生会館事務局
インターネットからのお申し込み

0120 - 88 -1030

https://www.gakuseikaikan.com/

共立の学生会館

【日本人はこちら】

上 記 掲 載 会 館 以 外にも、多 数 学 生 会 館 が ご ざ います。詳しくは W e b サイトをご 覧ください 。

Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Gakuseikaikan Office

TEL:+81-3-5295-7791 Mail : int@gakuseikaikan.com

Guarantor not required.
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web site for
foreign students

学生が主役の住まい

様々なニーズに合ったお部屋があります。

TEL:0120-964-068
http://www.gakuman-tokyo.com/

学 生 マ ンション■

仲介手数料

¥0
学生会館
学生マンション
アパート
シェアハウス
4

■ ア パ ート

家賃・立地間取りなどは物件により様々で、ご希望に応じた物件を探すことができます。

TEL:0422-36-0721
http://shop.able.co.jp/000000081/

学生会館
学生マンション
アパート
シェアハウス
5

さらに学割
仲介 家賃の
手数料 半月分（税別） 女子割適用あり

家賃・立地間取りなどは物件により様々で、ご希望に応じた物件を探すことができます。

アパート■

Japanese speaking only

TEL:0422-51-1800
http://www.housemate-navi.jp

学生会館

域 密 着
地
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ICU
正門から
徒歩９分

Let’ s find a nice room!!
We will support your room search.
Please contact us anytime!!

学生マンション

2019

キャンパスライフの充実は 素敵なお部屋探し から !!
てつ

鐵マネジメント

は ICU の身近な応援団です。

ご来店 ・ お電話 ・ メール ・ HP
お気軽にお問合せください !!
てつ
Tetsu
Manegement Co.Ltd

鐵

鐵マネジメント株式会社
マネジメント株式会社
てつ

〒181-0014 東京都三鷹市野崎 4-7-1 Marron Terrasse 3F

TEL 0422-30-8199

地

営業時間
9:30 ～ 18:30
水曜定休日
土日祝も営業 !!

ICU

マクド
ナルド

ガスト

マロンテラス
１F ヴィクトリア
２F ハードオフ
トンボファクトリー （野球施設）
３F 鐵マネジメント株式会社
マロンテラスパーク （フットサルコート）

30% 〜 50%OFF

ICU
正門から
徒歩９分

Let’ s find a nice room!!
We will support your room search.
Please contact us anytime!!

仲介手数料 50%OFF

アパート

域 密 着

※ Some English is available
MAIL info@tetsu.gr.jp
HP http://www.tetsu.gr.jp

仲介手数料

キャンパスライフの充実は 素敵なお部屋探し から !!
てつ

鐵マネジメント

は ICU の身近な応援団です。

ご来店 ・ お電話 ・ メール ・ HP
お気軽にお問合せください !!
てつ

鐵マネジメント株式会社
〒181-0014 東京都三鷹市野崎 4-7-1 Marron Terrasse 3F

TEL 0422-30-8199
※ Some English is available
MAIL info@tetsu.gr.jp
HP http://www.tetsu.gr.jp

営業時間
9:30 ～ 18:30
水曜定休日
土日祝も営業 !!

シェアハウス

Tetsu Manegement Co.Ltd

ICU
マクド
ナルド

ガスト

マロンテラス
１F ヴィクトリア
２F ハードオフ
トンボファクトリー （野球施設）
３F 鐵マネジメント株式会社
マロンテラスパーク （フットサルコート）
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■ シ ェ アハウス

学生会館
学生マンション
アパート
シェアハウス
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住まいを通じて楽しみ、喜び、成長できるシェアハウスです。

