「Tokyo Tech Nagatsuta House」のご案内
* すずかけ台キャンパスの学生も応募できます！
* Students in Suzukakedai Campus can apply!

（ｲﾗｽﾄはｲﾒｰｼﾞ）

《通学時間》 Commute Time
電車約45分（大岡山－長津田） 徒歩約20分
45 minutes by train (O-okayama～Nagatsuta), 20 minutes on
foot
電車約5分（すずかけ台－長津田） 徒歩約２０分

大岡山キャンパス
O-okayama Campus

すずかけ台キャンパス
Suzukakedai Campus

※通学路に関する重要なご案内がありますので、ご理解のうえ、お申し込みください。
※There is important information about a school route, so please apply upon understanding.
【House General Description】
Address: 6-22,23,24, Nagatsuta-Minamidai ,
Midori-ku Yokohama
Transportation: 20 min. on foot from Nagatsuta Station
of Tokyu Den-en-toshi Line
Residence Structure: 1 unit = 4 students (of the same gender)
(124 Private Rooms)
Unit Living Room approximately 15㎡(Common Use )
Private Room approximately 7㎡
Eligibility: International students / tutors

【宿舎案内】
◆概要
・所在地

横浜市緑区長津田みなみ台
6-22,23,24
・交通
東急田園都市線 長津田駅 徒歩２０分
・タイプ 男女別４名１ユニット方式(12４戸)
リビング 約 9 畳(共用)
個室部分 約4.5畳
・入居資格 留学生・チューター
◆個室専用設備
・ベッド※・机・イス・電気スタンド
・クローゼット・エアコン
・インターネット設備（接続/通信有料）

Private Room Fixtures and Fittings
Bed, Desk, Chair, Desk Light
Closet, Air-Conditioner
Internet connection available (Extra Charge)

◆ユニット共同設備
・シャワー・洗面所・トイレ
・キッチン・洗濯機・乾燥機
・ダイニングテーブル・イス
※布団はありません

Unit common facilities and fixtures
Shower, Lavatory, Toilet, Kitchen, Washer, Dryer,
Dining Table, Chairs

【入居可能日】 随時
【入居可能期間】修業年限まで
【費用】 Rent etc.
施設使用費（月額） Monthly Rent
共益費 Common Services Fees
合

Move-in Date: Available now
Term of Residence: until completion of one’s present course

¥

32,000

¥

5,210

計（月額） Total (Monthly approx.) \
37,210
光熱水料 utility charges
実費 actual cost
入居料（入居時のみ）
¥
31,500
Moving-in Fee

〒 POST OFFICE
(NAGATSUTA Yubinkyoku)

YACHIYO BANK
NAGATSUTA Station

Restaurant SAIZERIYA

ユニット例

Supermarket OK STORE

1 Unit
PARK (NagatsutaMinamidai Koen)

ROUTE 246

Convenience Store SEVEN ELEVEN

Tokyo Tech Nagatsuta House

《申し込み・連絡先》

Where to apply
For inquiries

東京工業大学学生支援課
Student Support Division, Tokyo Tech
ＴＥＬ ； ０３－５７３４－３０１３，３０１５
ＦＡＸ ； ０３－５７３４－３６７５
Ｅ－ｍａｉｌ ； gak.sei@jim.titech.ac.jp

Tokyo Tech Nagatsuta House

入居を希望される皆さんへ

To those who wish to live in Tokyo Tech Nagatsuta House
※入居希望の方は、以下の注意を必ずお読みください。
Please read the notice/information below carefully.

Tokyo Tech Nagatsuta House よりすずかけ台キャンパスに通学するとき、電車を利用する
場合、自転車・徒歩で行く場合があります。皆さんに注意していただきたいことは、自転車・徒歩
で行く場合の道路は、非常に狭いにもかかわらず、東名高速道路や国道２４６号に通じる道である
ため、車の通行が非常に多い道路である、ということです。過去にも、本学の学生がこの道で事故
にあっており、大学は、この道路が危険であると認識しています。したがって、大学としては、皆
さんの安全のため、すずかけ台キャンパスへの通学には、下記地図の赤い線で示した道路の利用を
禁止し、青い線で示した道路の利用を推奨します。また、Tokyo Tech Nagatsuta House に入
居する皆さんから、大学の推奨する道を利用する旨の誓約書を提出していただきます。学生の皆さ
んのご理解、ご協力をお願いいたします。
There are two ways to go to Suzukakedai Campus from Tokyo Tech Nagatsuta
House: one is by train and the other is by bicycle or on foot.

When traveling by bicycle or

on foot, we would like students to avoid the route below that is highlighted in red.

This

street is very narrow and winding but experiences a high volume of traffic since it
connects the Tomei Expressway and Route 246.

Students of Tokyo Tech have had

traffic accidents on this route in the past and we realize that it is very dangerous.
Therefore, using the route indicated by the red line to Suzukakedai Campus is strictly
prohibited for safety reasons and recommended to use the route indicated by the blue
line.

Tokyo Tech asks that those students who move into the Nagatsuta House to

submit statement that they will pass this way that Tokyo Tech recommends.

We

appreciate your understanding and cooperation.
Nagatsuta St.

Nagatsuta House

※点線はバス路線
※青線は駅までの通学路
※Dotted lines are
bus routes.
※Blue line is a school
route to the station

Suzukakedai St.

Tokyo Tech

