
相模原キャンパスおすすめのマンション推薦学生マンション 学生マンションのメリット

　学生マンションとは、入居者を学生に限定した賃貸マンションのこと
です。学生が住むことを想定して、通学や防犯に配慮された立地・設備と
なっていることが一般的です。慣れない地域での初めての一人暮らしも、
同じ年代・学校の学生が住む環境で始めることができます。

寮やアパートにはない快適性・プライバシー
と、学生専用ならではの安全性・安心感を兼
ね備えたマンションです。さらに学生様だけ
ではなく、初めてお子様を一人暮らしさせる
保護者様にとっても、設備が充実し安全性も
高い学生マンションはおすすめです。
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東京都町田市原町田2丁目7-10
2022年3月完成
鉄筋コンクリート造14F(全130室)

　　　 共用カフェテリア／キッチン／バストイレセ
パレート／クローゼット／シューズケース／洗濯機／
冷蔵庫／ベッド／マットレス／机／椅子／居室照明
／温水洗浄便座／室内物干し／浴室乾燥機／カー
テン／インターネット（無料）／駐車場(戸数分有)

設備■

鍵交換費用 　20,900円／契約時(税込)食費(任意) 　25,300円／月(税込)
月額賃料1か月分／契約時お預かり

120,000円／契約時

フレンシアエール町田

72,000円～81,000円

【フレンシアエールマチダ】

(※1)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ので、詳細については担当店までお問い合せください。
(※2)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。

ナジックの学生マンションでご利用いただけるサービス

安心の24時間サポート「ナジッククラブ24」年会費21,780円(税込)

※このサービスは「ナジッククラブ24」の会員の皆様のために、弊社が保険契約をし、保険料を負担させていただいているサービスです。

メンテナンスサービス メディカルサービス 保険サービス※

鍵をなくして部屋に入れない、設備の
様子がおかしいなど日常生活のあら
ゆるトラブルに24時間365日対応し
ます。

突然の病気やケガにも専門のスタッ
フが24時間相談に応じます。一人で
抱え込みがちな心の悩みにもお応え
します。

事故や賠償責任が発生した時に備え、
充実した補償内容でひとり暮らしを
バックアップします。

仲介手数料
30%OFF

自分の生活
スタイルを確立

24時間
サポート体制

合格発表前に
お部屋探し

契約開始日まで
賃料発生なし

ご来店せず
契約手続き完了

（詳細は当ページ下部をご確認ください。）

通常、ご契約時に賃料1か月分×1.1の仲介手数料が
かかりますが、北里大学の学生様は30%割引でご紹
介いたします。

規則やプライバシーが気になる共同生活よりもひとり
暮らしをしてみたいけれど、セキュリティや安全面も重
視したいという方におすすめです。

予期せぬトラブルにも24時間体制でサポートいたし
ます。トラブルの対応はもちろん、健康や人間関係の
悩みなどもフォローアップ。

WEBお申込みやIT重説などのサービスをご用意し
ているため、ご来店せずにご契約手続きを完了でき
ます。

早めにご契約した場合でも、契約開始日まで家賃が発
生しないため(最長3月31日まで)、新生活にかかる出費
を抑えることができます。

合格発表前にご希望のお部屋をご予約することで、 
発表後の混雑を避け、スムーズにご契約ができます。
(ご進学確定の際はご入居いただくことが前提です。)

共益費●23,000円／月
更新料●60,000円／更新時

学校までの所要時間

39分徒歩　  分+電車　 分＋バス　  分＝

自転車 23分(5,700m)
または

１２ 2 ２５

学校までの所要時間

38分徒歩　  分+電車　 分＋バス　  分＝

自転車 25分(6,200ｍ)
または

１1 2 ２５

2

　　　 レストラン／PCルーム／ピアノ室 (楽器室 )
／ランドリールーム／キッチンコーナー／ロビー／
エレベーター／自動販売機／駐輪場／ベット／机／
椅子／ミニ冷蔵庫／エアコン／電気コンロ (1口 ) ／
インターネット(有料 ) ／公営水道

設備■

B

鉄筋コンクリート造

27,000円～38,000円

東京都町田市中町3-23-17
食事・家具付の女性専用会館です。女性に人気のタニタ食堂メニュー提供!

2022年度春完成の食事付(選択制)・家具家電付学生レジデンス♪人気の町田駅徒歩6分♪

(※1)保証委託必須(有料) 取引条件有効期限 2022.09.30迄

(※1)保証委託必須(有料) 取引条件有効期限 2022.09.30迄

北里大学の
女子学生様▶

北里大学の
女子学生様▶

55

120,000

給湯料 鍵交換費用 20,900円（税込）／契約時
基本清掃料 38,500円（税込）／契約時

居室消毒費用 19,250円/契約時(税込)

120,000
25,300円（税込)／月

3,564円(税込)／月

(※2)
食事代（必須）

1

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 食堂／モニター付きオートロック／宅配ボックス／
エレベーター／自転車駐輪場(台数制限有・有料)／バストイ
レセパレート／ベッド／机／椅子／居室照明／温水洗浄便座
／レースカーテン・ドレープカーテン／インターネット(無料)

設備■

礼金●120,000円／契約時(1年契約)   180,000円／契約時(2年契約)
更新料●60,000円／更新時(1年)    90,000円／更新時(2年)
敷金●月額賃料1か月分／契約時お預かり　共益費●23,000円／月
食事代(任意)●25,300円(税込)／月　水道料●2,750円(税込)／月
鍵交換費用●20,900円(税込)/契約時
居室消毒費用●19,250円/契約時(税込)

取引条件有効期限 2022.09.30迄

バウスクロス相模大野

69,000円～77,000円

【バウスクロスサガミオオノ】

E

全4

●小田急線／相模大野駅 徒歩4分

●JR横浜線／町田駅 徒歩6分
●小田急線／町田駅 徒歩11分

■神奈川県相模原市南区相模大野7丁目21番14号
■2022年3月完成
■鉄筋コンクリート造  地上15階(全98室)

2022年春完成の食事付(選択制)・家具家電付学生レジデンス♪駅まで徒歩4分・女性フロア有で安心♪

「パンフレットを見た」で
月額賃料１万円引き(先着10名)

●専有面積16.27㎡～16.62㎡

●専有面積14.39㎡～14.5㎡

●専有面積19.62㎡～22.90㎡

仲介

（日勤）

築 浅

（日勤）

学校までの所要時間

29分徒歩 4 分+バス 25 分＝

自転車19分(4,700m)
または

55名入居中 (2022年4月1日時点)

5050名入居中 (2022年4月1日時点)

4

(※1)保証委託必須(有料) 取引条件有効期限 2022.09.30迄

フレア町田
【フレアマチダ】

●小田急線／町田駅 自転車8分(1,875m)
●JR横浜線／古淵駅 徒歩15分

仲介

学校までの所要時間

自転車１５分（3,600m）

　　    駐輪場／バイク置場（50ccのみ）／ラジ
エントヒーター（2口）／ガス給湯／洗濯機／温水
洗浄便座／冷蔵庫／電子レンジ／居室照明／エ
アコン／吊棚／クッションフロア／インターネット
（有料）／LPガス(㈱サントーコー)／公営水道

設備■

家電付き！！

44,000円～53,000円
60,000円／契約時お預かり

神奈川県相模原市南区鵜野森1-2-16

鍵交換費用 　26,400円(税込)／契約時　町内会費●1,000円／年

60,000円／契約時 60,000円／更新時入館料
●

居室消毒費用　 19,250円/契約時(税込)

※代表的な間取り

※代表的な間取り

※代表的な間取り

※代表的な間取り

築 浅
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➡ 推薦学生マンションのお問い合わせ…11p



居室消毒費用　 19,250円/契約時(税込)

【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

お問い合わせ先

【RND】 498168
(※1)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ので、詳細については担当店までお問い合せください。
(※2)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。

学校までの所要時間

徒歩24分(1,900m)

11

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 駐輪場／エレベーター／
IHコンロ（1口）／電気給湯／エ
アコン／吊棚／クッションフロア
／インターネット（有料）／公営
水道

設備■

入館料●60,000円／契約時
更新入館料●60,000円／更新時(※2)
共益費●9,000円／月　敷金●なし
基本清掃料●38,500円(税込)／契約時
鍵交換費用●26,400円(税込)／契約時
居室消毒費●19,250円(税込)／契約時

ブラントゥール恵比寿

81,000円～98,000円

【ブラントゥールエビス】
●JR山手線／恵比寿駅 徒歩5分

●東京メトロ日比谷線／恵比寿駅 徒歩5分

●都営地下鉄三田線／三田駅 徒歩9分
●JR山手線／田町駅 徒歩11分

■東京都渋谷区東3-15-4
■1998年3月完成
■鉄骨鉄筋コンクリート造12F（全66室）

マンション1階はコンビニエンスストア、隣には24時間営業のお弁当屋があります。

●専有面積 19.67㎡

取引条件有効期限 2022.09.30迄

学校までの所要時間

徒歩　  分 (1,200m)１5

10

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 管理人（日勤8:00～実働
6時間半）／駐輪場／エレベー
ター／温水洗浄便座／洗面化粧
台／ラジエントヒーター（2口）／
電気給湯／エアコン／吊棚／
カーペット／インターネット（有
料）都市ガス／公営水道

設備■

入館料●60,000円／契約時
更新入館料●60,000円／更新時(※2)
共益費●11,000円／月　敷金●なし
基本清掃料 ●38,500円(税込)／契約時
鍵交換費用 ●26,400円(税込)／契約時
居室消毒費●19,250円(税込)／契約時

国土交通大臣免許（2）第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
労働者派遣事業許可番号 派26-300690　有料職業紹介事業許可番号 26-ユ-300508

メゾン・ド・ジュネス

71,000円～80,000円

【メゾン・ド・ジュネス】
●地下鉄南北線・都営三田線／白金台駅 徒歩4分

●都営地下鉄浅草線／高輪台駅 徒歩9分

■東京都港区白金台1-4-5
■1997年3月完成
■鉄筋コンクリート造5F（全54室）

閑静な住宅街&おしゃれなお店が建ち並ぶプラチナタウン☆

●専有面積 19.12㎡ 

取引条件有効期限 2022.09.30迄

渋谷店 0120-749-170

渋谷店 0120-749-170仲介

9

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 Feロックキー／宅配BOX
／駐輪場／CATV(有料)／洗面化
粧台／IHコンロ(2口)／温水洗浄
便座／ガス給湯／エアコン／フロ
アタイル／浴室乾燥機／居室照明
／インターネット(有料)／都市ガス
／公営水道

設備■

学校までの所要時間

自転車　  分（5,400m）22

入館料●60,000円／契約時
更新入館料●60,000円／更新時(※2)
共益費●8,000円／月
敷金●60,000円／契約時お預り
鍵交換費用●20,900円(税込)／契約時
居室消毒費用●19,250円/契約時(税込)

取引条件有効期限 2022.09.30迄

カルミア町田

49,000円～54,000円

【カルミアマチダ】

●小田急線／町田駅 自転車7分（1.7km）

■東京都町田市旭町2-3-15
■2019年1月完成
■鉄筋コンクリート造3F（全21室）

独立洗面台・浴室乾燥機・温水洗浄便座など人気の設備が揃っています。

●専有面積 24㎡

築浅

仲介

0I20-749-339

ホームページは
こちらから

仲介

学校までの所要時間

12

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 駐輪場／BS・CSアンテ
ナ／エレベーター／自動販売機
／ラジエントヒーター(2口)／ガ
ス給湯／エアコン／吊棚／フ
ローリング調硬質フロア／イン
ターネット(有料)／居室照明／温
水洗浄便座(A1・Btype)

設備■

入館料●60,000円／契約時　更新入館料●60,000円／更新時
共益費●9,000円／月
敷金●月額賃料1ヵ月分／契約時お預かり
鍵交換費用●26,400円(税込)／契約時
居室消毒費●19,250円(税込)／契約時

ＦＣプレミール三田

69,000円～79,500円

【エフシープレミールミタ】

■東京都港区三田4丁目
■2001年4月完成
■鉄筋コンクリート造9F(全44室)

学校や公園、各国大使館に囲まれた都心のマンション。ホームセンターまで60m。

●専有面積 18.73㎡～21.84㎡

取引条件有効期限 2022.09.30迄渋谷店 0120-749-170仲介

学校までの所要時間

徒歩3分 ＋電車22分＋徒歩10分=35分

（日勤）

築浅

13

(※1)保証委託必須(有料)

　　　 管理人(日勤)／駐輪場(台数
制限あり・有料)／エレベーター／宅
配ＢＯＸ／インターネット(無料)／
エアコン／温水洗浄便座／洗面化粧
台／ベット／
マットレス／机／
椅子／居室照明／
カーテン 

設備■

共益費●21,000円／月　食事代(任意)●25,300円(税込)／月
礼金●（1年契約）120,000円／契約時
　　　（2年契約）180,000円／契約時
敷金●50,000円／契約時お預かり   
鍵交換費用●20,900円(税込)／契約時
居室消毒費●19,250円(税込)／契約時

更新料●（1年契約）60,000円／更新時
　　　　 （2年契約）90,000円／更新時

キャンパスヴィレッジ元住吉テラス

70,000円～79,000円

【キャンパスビレッジモトスミヨシテラス】

2

1

●東急東横線・目黒線／元住吉駅 徒歩3分

■神奈川県川崎市中原区木月1丁目34-21
■2021年3月完成
■鉄筋コンクリート造10F(全97室)

2021年春完成の食事付き（選択制）・家具家電付き学生レジデンス♪女性専用フロア有

●専有面積 14.04㎡

取引条件有効期限 2022.09.30迄渋谷店 0120-749-170仲介

月額賃料1か月分／契約時お預かり敷金

取引条件有効期限 2022.09.30迄(※1)保証委託必須(有料)

1-12-22

5

　　　 駐輪場／バイク置場／自
動販売機／ラジエントヒーター（１
口）／電気給湯／エアコン／吊棚
／フローリング調硬質フロア／イ
ンターネット（有料）／公営水道

設備■

学校までの所要時間

自転車　  分（4,400m）18
鍵交換費用 　26,400円(税込)／契約時

町内会費 　2,400円／年

6

　　　 駐輪場／バイク置場
（50ccのみ）／CATV（有料）／
エレベーター／自動販売機／ラ
ジエントヒーター（１口）／電気給
湯／洗濯機（乾燥機能付）／冷蔵
庫／エアコン／吊棚／居室照明
／フローリング調硬質フロア／イ
ンターネット（ベーシックコース無
料）／公営水道／宅配ボックス

設備■

(※1)保証委託必須(有料)

学校までの所要時間

25
26

分徒歩６分+バス１９分＝
自転車　　　 分 (6,400m)または

家電付き！！
神奈川県相模原市中央区相模原4-5-7

月額賃料1か月分／契約時お預かり敷金
鍵交換費用 　 26,400円(税込)／契約時

取引条件有効期限 2022.09.30迄
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(※1)保証委託必須(有料) 取引条件有効期限 2022.09.30迄

Nasic相模大野
【ナジックサガミオオノ】

-33　　　 駐輪場／ガス給湯／エアコ
ン／居室照明／都市ガス／公営水
道／インターネット（有料）／【B・Cタ
イプ】ユニットバス／ガスコンロ(1
口)／フローリング調硬質フロア／
【A・Dタイプ】バストイレセパレート
／洗面化粧台／ガ
スコンロ要持込／
【Aタイプ】フローリ
ング＋畳／【Dタイ
プ】フローリング調
硬質フロア＋畳

設備■

学校までの所要時間

自転車１５分（3,700m）

鍵交換費用 　26,400円(税込)／契約時 町内会費●600円／年

町内会費●1,440円／2年

60,000円／契約時お預かり

60,000円／契約時お預かり
鍵交換費用 　26,400円(税込)／契約時

月額賃料1か月分／契約時 新月額賃料1か月分／更新時

36,000円～40,000円

51,000円～54,000円

共益費●9,000円／月

共益費●9,000円／月

居室消毒費用 19,250円/契約時(税込)

居室消毒費用 19,250円/契約時(税込)

自転車6分(1,440m)

居室消毒費用　 19,250円/契約時(税込)
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(※1)保証委託必須(有料)

　　　 駐輪場／バイク置場／
CATV(有料)／ラジエントヒー
ター（2口)／ガス給湯／洗濯機／
冷蔵庫／エアコン／居室照明／吊
棚／フローリング調硬質フロア／
インターネット(有料)／都市ガス／
公営水道

設備■

入館料●60,000円／契約時
更新入館料●60,000円／更新時(※2)
共益費●8,000円／月
敷金●60,000円／契約時お預り
設備維持費●660円（税込）／月
鍵交換費用●26,400円(税込)／契約時

取引条件有効期限 2022.09.30迄

Nasic MACHIDA Students Village

52,000円～59,000円

【ナジックマチダスチューデントビレッジ】 ●小田急線／町田駅 徒歩10分
●JR横浜線／町田駅 徒歩12分

■東京都町田市中町2-7-24
■1999年3月完成
■鉄筋コンクリート造3F（全25室）

家電3点付 学生に人気の町田駅から徒歩10分 全室南東向きで日当たり良好

●専有面積 19.73㎡ 

仲介

家電付き！！

学校までの所要時間

自転車20分（5,000m）または
徒歩10分 ＋電車２分＋バス２5分=37分

白金キャンパス おすすめのマンション
◆薬学部の皆さま◆ ２年次以降は白金キャンパスへ移動となります。

※代表的な
間取り

※代表的な間取り

※代表的な間取り

※代表的な間取り

※代表的な間取り

※代表的
な間取り

※代表的
な間取り

※代表的
な間取り

※代表的
な間取り

推薦学生マンション ➡ 推薦学生マンションのお問い合わせは…11p
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