
渋谷店

〒150-0001 渋谷区神宮前5-52-2青山オーバルビル15F

横浜
YOKOHAMA

横浜エリア版学生マンションガイド

礼金なし！更新料なし！24時間サポート「ナジッククラブ24」

マンションの無料予約＆ジャンプシステム

初めての一人暮らしも安心。頼れる24時間サポート

トラブルの対応はもちろん、
健康や就職の悩みなどもフォローアップ。
充実したサービスを受けることができます。

（年会費 19,800円（税別））

学生向けマンションを多数ご紹介！
ご希望をお伝えください。

※一部例外もございますので、
詳しくは担当店までお問い合わせください。

入居に際しての無駄な支出が抑えられるから、お財布も安心。

ナジックでは、新入生の方のためにジャンプシステム
［10月～のお申し込みでもお家賃は入居日（契約開始日）まで
（最長3月31日）発生しません］を行っています。

※物件によって異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

0120-749-170株式会社



横浜エリア路線図

東急東横線エリア

都心を通り埼玉方面まで楽々！

→P3

JR横浜線エリア

買い物に便利！生活環境重視エリア

→P4

東急田園都市線エリア

おしゃれな街も多く、グルメも絶品！

→P4

市営地下鉄エリア

東京都心、横浜方面、どちらへ出るにも便利！

→P5

渋谷と横浜をつなぐ東横線は、東京メトロ副都心線とも接続し、
埼玉まで足を延ばせるようになりました。
各駅停車の駅は下町のような雰囲気があり、休日などはゆっくりと過ごせます。
商店街などもあり、環境は充実しております。

ららテラス武蔵小杉
グランツリー武蔵小杉

横浜エリア～東京都心部を横断する田園都市線。
おしゃれな街が多く、比較的新しい街並みが特徴です。美味しいパン屋さんや
ケーキ屋さんも多いので女性に人気のエリアとなっております。
JR横浜線や市営地下鉄への乗り換えも便利！

南町田グランベリーパーク

たまプラーザテラス

JR横浜線は八王子駅～東神奈川・横浜駅を結ぶ沿線です。
IKEAやららぽーとなど大型ショッピングパークがあり、お買い物にも便利
なので生活環境を重視される方にオススメです。
横浜駅までも電車30分圏内の物件を多数ご紹介中。

ららぽーと横浜
町田ルミネ

新横浜駅・横浜駅・日吉駅を通過する横浜エリアの地下鉄、ブルーラインと
グリーンラインがあります。東京都心部や横浜駅方面どちらに出るにも便利
なエリアで、横浜に通勤通学される方のベッドタウンになっています。
都心寄り住宅街派の方におススメ。

横浜アリーナ
よこはま動物園ズーラシア
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お部屋探しのポイント

川崎・蒲田エリア

商業施設や商店街が充実！

→P5 湘南エリア

アクセス抜群！学生が集まるエリア

→P6

品川と横浜をつなぐ京浜東北線、京急本線を有しており、都心の学校や横浜
周辺の学校へのアクセスが充実。
蒲田駅・川崎駅周辺は商業施設や商店街があり、一人暮らしをしていく環境は
十分。羽田空港へのアクセスも容易にできます。

ラゾーナ川崎
アトレ川崎

横浜市営地下鉄（ブルーライン）・小田急線・相模鉄道など3アクセス利用可能な
エリアです。駅周辺は閑静な住宅街で、天気のいい日には富士山を見ることも
できる物件もあり！家賃も物件によっては低価格帯があり、学生様が多くお住まい
されるエリアです。

湘南台文化センター
ファーマーズマーケットわいわい市藤沢店

家具・家電付き物件

物件掲載ページ のアイコンが目印です。
※備付の家具家電は物件により異なります。

家具レンタル

「卒業後は実家に帰るから家具家電を全部揃えるのはな･･･」とお悩み中の方へ、
家具家電レンタルプランのご案内が可能です。
詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください♪

新築物件特集

2021年3月完成予定の新築物件がございます！
東急東横線元住吉駅・日吉駅、JR川崎駅に合計3棟完成予定です。
先行予約も受け付け中ですので、お気軽にお問い合わせください。

→P3

女子専用会館

女子学生専用の家具家電・食事付（一部選択制）の物件特集。
家具家電完備で、引越しの準備を少しでも減らしたい女子学生にオススメです！

→P6

※保証委託必須

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって契約時または更新時保証料・月額保証料等は変動いたしますので、
詳細については担当店までお問い合せください。

お部屋探しにおいて重要な要素はこの3つ！

予算 設備 立地

予算

立地

設備

住居関連費には、

①家賃（+共益費）②光熱費③町内会費等があります。

一般的には、家賃は収入（仕送り、奨学金、アルバイト等）の
3分の1程度に抑えることが望ましいと言われています。

毎日の通学には、①徒歩・自転車が便利です。
また、帰省する際や実習・就職活動等で電車の利用もし易い
ように最寄駅にも近い物件は非常に人気です。

必要なものから考え、優先順位を決めましょう。

専有部分 共有部分

□ 間取り・広さ・床
□ トイレ・風呂
□ キッチン
□ エアコン
□ 収納
□ 洗濯機置場
□ インターネット環境
□ 家電の有無

□ オートロック
□ エレベーター
□ 防犯カメラ
□ アンテナ
□ 駐輪場
□ ベランダ
□ 専用ゴミ置き場
□ 管理人の有無



損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

1Fカフェテリア

この学校の学生様にオススメのエリアです！
慶應義塾大学／神奈川大学（横浜キャンパス・みなとみらいキャンパス）／明治学院大学／東海大学（高輪キャンパス）／昭和大学（旗の台キャンパス）／
産業能率大学（自由が丘キャンパス）／東京工科大学／日本工学院専門学校／横浜駅周辺専門学校／渋谷駅周辺専門学校

※写真はイメージです ※写真はイメージです

新築物件情報

2021年3月

OPEN

東急東横線エリア

この学校の学生様にオススメの物件です！
慶應義塾大学／神奈川大学（横浜キャンパス・みなとみらいキャンパス）／明治学院大学／東海大学（高輪キャンパス）／
昭和大学（旗の台キャンパス）／産業能率大学（自由が丘キャンパス）／東京工科大学／日本工学院専門学校／
横浜駅周辺専門学校／渋谷駅周辺専門学校

この学校の学生様にオススメの物件です！
東京工科大学（蒲田キャンパス）／昭和大学（旗の台キャンパス）／鶴見大学／立正大学／明治学院大学／東邦大学／
東海大学（高輪キャンパス）／星薬科大学／武蔵野大学（有明キャンパス）／東京有明医療大学／
日本工学院専門学校（蒲田キャンパス）／横浜駅周辺専門学校

POINT

1Fカフェテリアバランスの取れた健康的な食事で安心の食生活 1Fカフェテリアバランスの取れた健康的な食事で安心の食生活

1 2

2021年4月

OPEN
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損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2020年12月31日迄 損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年12月31日迄

※保証委託必須

※コインランドリー有料

※保証委託必須

※保証委託必須 ※保証委託必須

※保証委託必須
※保証委託必須

4

※イメージCG

※イメージCG

※イメージCG

ベッド

デスク

チェアー

ベッド

デスク

チェアー

エントランスイメージ 家具家電備え付け



損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

JR横浜線エリア
この学校の学生様にオススメのエリアです！
横浜美術大学／桐蔭横浜大学／昭和大学（横浜キャンパス）／東洋英和女学院大学／東京都市大学（横浜キャンパス）／
神奈川大学（横浜キャンパス）／日本体育大学（健志台キャンパス）／イムス横浜国際看護専門学校／三幸学園各校／横浜駅周辺専門学校

1Fカフェテリア

東急田園都市線エリア
この学校の学生様にオススメのエリアです！
昭和大学（横浜キャンパス）／日本体育大学（健志台キャンパス）／桐蔭横浜大学／東京都市大学（横浜キャンパス）／東洋英和女学院大学／
横浜美術大学／東京工業大学（すずかけ台キャンパス）／横浜駅周辺専門学校／駒澤大学

周辺環境

マンション設備
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11 12
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損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

※保証委託必須

※保証委託必須

※保証委託必須

※保証委託必須 ※保証委託必須

※保証委託必須 ※保証委託必須

長津田駅からマンションまでの道程に
クリニックビル

（内科・皮膚科・眼科・耳鼻科・調剤薬局）
があり、万が一の場合も安心です♪



損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

川崎・蒲田エリア
この学校の学生様にオススメのエリアです！
東京工科大学（蒲田キャンパス）／昭和大学（旗の台キャンパス）／鶴見大学／立正大学／明治学院大学／東邦大学／東海大学（高輪キャンパス）／
星薬科大学／武蔵野大学（有明キャンパス）／東京有明医療大学／日本工学院専門学校（蒲田キャンパス）／横浜駅周辺専門学校

1Fカフェテリア

市営地下鉄エリア
この学校の学生様にオススメのエリアです！
東京都市大学（横浜キャンパス）／昭和大学（横浜キャンパス）／東洋英和女学院大学／慶應義塾大学（日吉キャンパス）／横浜国立大学／
神奈川大学（横浜キャンパス）／桐蔭横浜大学／横浜駅周辺専門学校

1Fカフェテリア

マンション設備

周辺環境 周辺環境

マンション設備
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損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄 損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

※保証委託必須 ※保証委託必須

※保証委託必須 ※保証委託必須

※保証委託必須 ※保証委託必須

蒲田駅周辺は駅ビル・商店街が
充実していて、

生活するのに便利です♪

新川崎駅西口からは
鶴見駅・日吉駅・元住吉駅行きのバスが

出ているので
神奈川方面へのアクセス抜群です！



女子専用学生会館 食事付女子専用学生会館。家具家電付で管理人さんもいます。
防犯セキュリティ＋管理人でより安心してお住まいいただけます。

湘南エリア
この学校の学生様にオススメのエリアです！
文教大学（湘南キャンパス）／慶應義塾大学（湘南藤沢キャンパス）／フェリス女学院大学（緑園都市キャンパス）／日本大学（生物資源学部）／
神奈川大学（湘南ひらつかキャンパス）／横浜薬科大学／明治学院大学（横浜キャンパス）／鎌倉女子大学／横浜駅周辺専門学校

この学校の学生様にオススメの物件です！
慶應義塾大学／神奈川大学（横浜キャンパス・みなとみらいキャンパス）／明治学院大学／立正大学／昭和大学（旗の台キャンパス）／
青山学院大学／昭和女子大学／星薬科大学／産業能率大学（自由が丘キャンパス）／東京工科大学／
日本工学院専門学校／横浜駅周辺専門学校／渋谷駅周辺専門学校

この学校の学生様にオススメの物件です！
北里大学（相模原キャンパス）／青山学院大学（相模原キャンパス）／玉川大学／桜美林大学／女子美術大学／
桐蔭横浜大学／昭和薬科大学／昭和音楽大学／相模女子大学／東海大学（湘南キャンパス）／東洋英和女学院大学／
専修大学（生田キャンパス）／慶應義塾大学（湘南藤沢キャンパス）

自習室・カフェテリア（無料wifi接続）

居室（2020年1月～室内リノベーション工事実施）

食堂・キッチンルーム

居室・ロビー

マンション設備

周辺環境

20 21

22

23 24

損害保険●個別加入不要 ※取引条件有効期限 2021年9月30日迄

※保証委託必須 ※保証委託必須

※保証委託必須

※保証委託必須

※コインランドリー有料

長後駅から徒歩3分の立地に加え、
マンション1階はスーパーです。

急なお買い物にも便利♪

（税別）



TEL 03-5466-7491

FAX 03-5466-7499

渋谷店
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前5-52-2
青山オーバルビル15F

[仲介] 損害保険●個別加入不要「加盟団体／（一社）不動産流通経営協会 （公社）首都圏不動産公正取引協議会 国土交通大臣免許（1）第9054号

【ＲＮＤ】467480

0120-749-170

TEL 042-710-7492

FAX 042-727-7497

町田店
〒194-0013
東京都町田市原町田6-3-3
町映ビル3階B室

0120-749-339

営業 日
営業時間

10～1月／9：00～18：00 水曜休（年末年始）
2～3月／9：00～18：00 無休
4～9月／10：00～17：00 土・日・祝日休
営業時間外も留守番電話・FAXでも受け付けております。

オンラインによる住まい相談のご案内

2 メールにてZoom部屋探し相談
を申し込む

3 渋谷店より、数日以内に
Zoom部屋探し相談申込完了と
参加ＵＲＬのメールが届く

4 参加ＵＲＬにアクセスしてアプリを起動

電話での資料請求・部屋探し説明も
受け付けております。

Zoomをご利用ください！

https://749.jp/store/shibuya/ 

学生情報センターホームページへアクセス

自宅で部屋探しができる

１

321
電話やメールで
相談してみよう！

HPや資料で
詳細をチェック！

地元にいながら
WEBで契約手続！

専門スタッフが
親切・丁寧に
ご提案します！

室内写真や
360°カメラの

画像が
たくさん！

WEB申込や
IT重説などの

最新の
お手続きを!!

お問い合わせ先


