
オートロックシステム等のハイセキュリティな防犯設備に加え、困ったこと
が起きた場合の２４時間対応サポートサービス等が充実のマンションです！

（学生向けセキュリティマンション）

国土交通大臣免許（1）9054号 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

0120-749-250

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西２号館４階

FAX:03-5950-7493
定休日

営業時間

至誠館大学東京キャンパス

デジタルアーツ東京

ご進学予定の皆様

2022

学生レジデンス・学生マンションのご案内

国土交通大臣免許（１）第９０５４号

TEL.03-5951-6749 FAX.03-5950-7493

〒171-0021東京都豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西２号館４F
＜営業時間＞10月～３月：9:00～18:00／4月～9月：10:00～17:00
＜定 休 日＞10月～1月：水／2、3月：定休日なし／4月～９月：土・日祝日

0120-749-250

至誠館大学東京キャンパス・デジタルアーツ東京限定ご成約割引

仲介手数料 20% OFF！！
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point

４

万全のセキュリティシステム・管理人勤務物件多数あり！

24時間体制の安心サポート
24時間365日コールセンター完備。トラブルがあっても安心。

物件探し～内見～申込までWEBで完結。契約書・鍵渡しも郵送対応可能です。

通常仲介手数料は月額賃料1.1ヶ月分(税込)相当額です。

検索はコチラ

株式会社学生情報センター池袋店

https://749.jp/

ご入居まで来店不要！WEBでお部屋探し完了！

家具家電付・ネット無料物件多数！
管理人駐在、食事付マンションなど幅広い物件を取り揃えています。

※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金額は変動いたします。詳細については担当店までお問い合わせください。

ご通学に便利なおすすめマンション

徒歩24分
（1.9ｋｍ）

デジタルアーツ東京まで

５

自転車12分
（3.2ｋｍ）

至誠館大学まで
電車通学

計19分
徒歩6分+電車12分+徒歩3分

デジタルアーツ東京まで

電車通学

計32分
徒歩7分+電車15分+徒歩10分

至誠館大学まで

電車通学

計21分
徒歩6分+電車12分+徒歩3分

デジタルアーツ東京まで

電車通学

計３８分
徒歩11分+電車17分+徒歩10分

至誠館大学まで
電車通学

計28分
徒歩6分+電車12分+徒歩10分

至誠館大学まで

96,000円／ 96,000円／

初年度礼金96,000円無料 初年度入館料60,000円無料

初年度入館料60,000円無料 初年度入館料60,000円無料

電車通学

計44分
徒歩9分+電車25分+徒歩10分

至誠館大学まで
電車通学

計37分
徒歩9分+電車25分+徒歩3分

デジタルアーツ東京まで

徒歩20分
（1.6ｋｍ）

デジタルアーツ東京まで

自転車11分
（2.6ｋｍ）

至誠館大学まで

電車通学

計31分
徒歩11分+電車17分+徒歩3分

デジタルアーツ東京まで
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2022年9月30日迄 2022年9月30日迄

2022年9月30日迄 2022年9月30日迄

2022年9月30日迄 2022年9月30日迄



至誠館大学・デジタルアーツ東京へ
ご通学にオススメ家具家電付物件

至誠館大学・デジタルアーツ東京へ
ご進学の方へキャンペーン実施中です

左記2棟限定！礼金・更新料0円

※1 入館料（と更新入館料）はご契約期間にかかる賃料のことで、ご契約時（またはご契約更新時）に一括してお支払いしていただく 年間賃料のことです。なお、ご契約を中途解約された場合、解約

された翌月からご契約満了までの入館料（または更新入館料） を月割りしてご返金致します。ここに表示されている入館料（と更新入館料）はご契約期間が１年の場合です。

※2年契約の場合は通常礼金から15万円オフ
※2022年4月1日までに契約開始される方のみ

学校まで徒歩圏内

上記以外にもご紹介できる物件多数ございます。ぜひお問い合わせください。

ナジック 検索

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館4階

学校周辺物件MAP

キャンパスヴィレッジ要町

キャンパスヴィレッジ小竹向原

デジタルアーツ東京

至誠館大学東京キャンパス

国土交通大臣免許（１）９０５４号

71,000円～75,000円
月額
賃料

■竣工 2022年3月末完成予定

■所在地 東京都板橋区中丸町2-1他（地番）

■構造 鉄筋コンクリート造15F

（2022年4月入居開始予定）

■総戸数 全216室

●礼金 (1年契約)150,000円／契約時
→0円

●更新料 (1年契約)150,000円／更新時
→0円

●敷金 賃料1か月分／契約時お預かり
●インターネット代 無料
●共益費 18,000円／月
●食費 25,300円／月（税込・平日朝夕）
●損害保険 個別加入不要 ※保証委託必須

東京メトロ有楽町・副都心線『要町駅』
徒歩14分キャンパスヴィレッジ要町

■取引条件有効期限：2021年9月30日迄■取引態様：仲介

カフェテリア

キャンパスヴィレッジ要町

2022 年 3 月

キャンパスヴィレッジ小竹向原 東京メトロ有楽町・副都心線『小竹向原駅』

徒歩9分

2022 年 3 月

69,500円～76,500円月額
賃料
■竣工 2022年1月末完成予定
■所在地 東京都板橋区小茂根2丁目91-1
（地番）

■構造 鉄筋コンクリート造7F

（2022年3月入居開始予定）

■総戸数 全125室

●礼金 (1年契約)150,000円／契約時
→0円

●更新料 (1年契約)150,000円／更新時
→0円

●敷金 賃料1か月分／契約時お預かり
●インターネット代 無料
●共益費 18,000円／月
●食費 25,300円／月（税込・平日朝夕）
●損害保険 個別加入不要 ※保証委託必須

食事付
（選択制）

管理人 家具家電付
女性専用
フロアあり

カフェテリア

キャンパスヴィレッジ椎名町

●デジタルアーツ東京までの通学時間
徒歩21分（1,700ｍ）

●至誠館大学までの通学時間
徒歩10分（750ｍ）

●デジタルアーツ東京までの通学時間
計18分

●至誠館大学までの通学時間
計25分

かなめちょう

こたけむかいはら

しせいかん だいがく とうきょう

つうがく かぐ ぶっけん

とうきょう ゆうらくちょう ふくとしんせん かなめちょうえき

とほ ふん

しせいかん だいがく

とほ

ふん

とうきょう

とほ ふん

ねんかいひ えん ぜいこみ

かぶしきがいしゃ がくせいじょうほう いけぶくろてん

じょうきいがい しょうかい ぶっけん たすう と あ

しいなまち とうきょう

しせいかんだいがくとうきょう

かなめちょう

さき

こたけむかいはら

とうげんてい れいきん こうしんりょう
えん

とうきょう ゆうらくちょう ふくとしんせん こたけむかいはらえき

とほ ふん

しせいかん だいがく けい

ふん

とうきょう

けい ふん

がっこう しゅうへん ぶっけん

（徒歩+電車+徒歩） （徒歩+電車+徒歩）

つうがくじかん つうがくじかん

つうがくじかん

けい ふん

スタディルーム
(WIFI接続無料）

食事付
（選択制）

管理人 家具家電付
女性専用
フロアあり

スタディルーム
(WIFI接続無料）

かでんつき


