
■DORMITORY　GUIDE　AND　RULES

１． APPLICATION

If you would like to live in our dormitory, you have to apply for it at least 2 weeks before

you will come to Japan.

Once you apply for our dormitory, you cannot cancel it except for that case  the visa is not issued. 

Even if you cancel the dormitory or refuse to live there,  we can't return the dormitory expenses 

except that you have a legitimate reason.

２． DORMITORY EXPENSES

（１） Initial fee (It's called "Rei-kin" in Japan )

You have to pay "Rei-kin (50,000yen)" separately from the rent. In Japan, "Rei-kin" is initial fee 

for renting a house or room.

If you would like to live in the dormitory continuously after 6 months, all you have to do is to pay

the rent (and utility cost, too) by every month. You need not to pay "Rei-kin"again.

（２） Rent

Regardless of the time when you will come to Japan and start to live in the dormitory, 

you must prepay the rent for 6 months at one-time payment.

【Rent per month】

person
/ room

2

※ You can occupy the room by yourself if you pay double rent（50,000yen）.

◆ Examples of calculation of the dormitory expenses （ The expenses for 6 months）

＜Expense per a person in case of life by two people＞

Rei-kin

Rent ６ months ＝１５０，０００yen

Amount

＜Case２：living alone＞

Rei-kin

Rent ６ months ＝３００，０００yen

Amount

Please pay the dormitory expenses along with the school expenses.

２５，０００yen ×

２００，０００yen

Expenses (for the first 6 months)

５０，０００yen　 

５０，０００yen ×

３５０，０００yen

Rent / room Rent / person

50,000yen 25,000yen

Expenses (for the first 6 months)

５０，０００yen　 



（３） Utility costs（Electricity, Gas, Water）

Electricity

Gas

Water

３． AVAILABLE  PERIOD  OF  THE  DORMITORY

Available period of our dormitory is separated by two period in a year, from April to September,

and from October to March.You can renew the contract ( or move from the dormitory ) every 6 months.

In addition, you cannot move except in March or September.

４． RENEW  THE  CONTRACT

If you would like to live in our dormitory continuously, you have to apply for us 

untill the day we specify (late August or late February).

If your roommate decide to move from the dormitory after six months, you can take 

one of the beow choice ( a ～c ).

a ) You move from the dormitory, too.

b ) You accept the other roommate our school choose.

c ) You pay double rent (50,000yen/a month) and occupy the room by yourself.

５． MOVING  FROM  THE  DORMITORY  IN  THE  MIDDLE  OF  THE  PERIOD

In case that you move from the dormitory except in March or September, we can't return the expenses

you have already paid. 

And if you don't pay the rent until March or September, you have to pay the rent remaining.

In addition, we may order you to move immediately, if we are asked to move by the landlord 

according to cause of the noise you make. In these case, of course, we can not return the expenses

you had paid.

６． BURDEN  OF  REPAIR  COSTS

If you broke the dormitory room or equipment, you have to pay the repair costs. 

In case that we can't determine who broke it, you must pay the repair costs by half with your roommate.

７． EQUIPMENTS

Size・・・About 23㎡

Unit bath, air conditioner, small refrigerator, (gas or electric)cooking stove, bunk bed（with bedding）

table,chair,microwave oven,etc.

Water rate is included in the rent, and so, you don't have to pay
separately.

According to the amount you use, you must pay the amount to be
charged from the electric power company (or gas company). In
addition, you have to pay the charge by half with a roommate.



８． COMMITMENTS

（１） Don't make a loud voice and noise after 21:00, even if you are in your room.

In addition, regardless of the time, Don't make a loud voice and noise at common area

 (on passage,in elevator, on stairs outside). Please be careful not to disturb the neighbors.

（２） Don't visit other room of the dormitory in principle after 21:00.

（３） Please take off your shoes at the door. Don't enter a room with your shoes on never.

Don't make a loud voice visit other room of the dormitory in principle after 21:00.

（４） You must not smoke at the common area, because the fire alarm might malfunction.

（５） When you close the door, please close it quietly. Don't close the door wildly.

（６） Please use the kichen, toilet, and bath cleanly. And you should clean up them regularly.

（７） Please put your bicycle in the parking lot for bicycles. Otherwise, your bicycle may be removed.

（８） In Japan, you have to put out your trash according to the type of trash*. 

(e.g. domestic waste, recycable waste, Plastic Containers and Packaging Collection ).

（９） Don't permit your friends to stay the dormitory without notification to our school.

（１０） When you move from the dormitory, You have to clearn up the room.

Don't leave any wastes, otherwise you have to pay cleaning expenses.

（１１） Our school will determine your roommate, and you can't choose your roommate.

（１２） As a rule, your roommate will not change while you live our dormitory,

but, if any problem happened, we may change your roommate.

（１３） When you have any trouble between  you and your roommate,or neighbor, 

you must tell our school.

In some cases, we tell you to get out of our dormitory, or to change roommate.

the reason of troubles 

But, differences of lifestyle, food preference, characters of each other, 

cannot be the reason of changing roommate.

In the dormitory, you have to care and respect your roommate.

Thanks your cooperations.



■入寮案内・規定

１． 入寮申込み

入寮を希望する場合は、遅くても来日の２週間前までに申し込んで下さい。

いったん入寮の申込みをしたら、ビザが発給されず来日できなくなった場合を除き、

原則、入寮の取消しはできません。正当な理由なく、入寮の取消しや入寮を拒否しても

寮費の返還はできません。

２． 必要となる費用

（１） 入寮費

入寮費として（家賃とは別に）５０，０００円を入寮前に納める。

（２） 家賃

家賃は入寮の時期にかかわらず半年分を一括で前払いしてもらう。

【１ヶ月の家賃】

同居
人数

２人

※ 一部屋あたりの寮費（５０，０００円）を払えば、一人で住むこともできます。

寮費の計算例（入寮時、半年分）

＜二人で住む場合＞

入寮費

家賃 ６ヶ月分＝１５０，０００円

合計

＜一人で住む場合＞

入寮費

家賃 ６ヶ月分＝３００，０００円

合計

入寮費と家賃は、初年度の学費と合わせて納付して下さい。

５０，０００円　 

５０，０００円×

３５０，０００円

入寮時に必要な費用

２５，０００円×

５０，０００円　 

２００，０００円

一部屋あたり寮費

50,000円

一人あたり寮費

25,000円

入寮時に必要な費用



（３） 光熱費（電気、ガス、水道料金）

電気

ガス

水道 家賃に含まれているので、別途支払う必要はありません。

３． 入寮期間

入寮期間は、４月～９月または１０月～３月とし、６ヶ月間ごとに更新する。

期間中の途中退寮は原則認められません（退寮の時期は３月末又は９月末とする）。

４． 入寮期間の延長

入寮期間の延長を希望する者は、学校が指定する日（８月下旬、または２月下旬）

までに、学校に入寮の継続を申し出て下さい。

ただし、同居人が入寮期間の延長を希望せず、一人でその部屋を使用する

場合は、ひと部屋分の家賃を支払ってもらいます。

５． 途中退寮

期間の途中で退寮する場合でも、既に支払った寮費は返還できません。

また半年後、入寮を継続した場合で、学校の許可を得て、寮費を毎月支払うことに

していた学生が、途中で退寮する場合は、９月（又は３月）までの半年分の家賃を

全て支払ってもらいます。

６． 罰則規定

寮の部屋を汚したり、壊したりした場合は、その原因を作った者に修理代を負担してもらいます。

原因を作った者が特定できない場合は、同居人で相談するか、半分ずつ負担してもらいます。

近隣住民から、苦情（騒音など）が出た場合は、退寮してもらうことがあります。

（ただし、その場合でも、一旦納付された寮費は返還できません。）

７． 設備、備品等

部屋の広さ・・・約２３㎡

トイレ、ユニットバス、エアコン、電気又はガスコンロ、冷蔵庫、二段ベット（布団付き）、

机、椅子、電子レンジ、食器など

実際に使用した分（１ヵ月分）をまとめて、学校から請求するの
で、指定された期日までに各自コンビニ等で支払って下さい。
尚、料金は、原則、同居人と半分ずつ負担して下さい。



８． 注意事項

（１） ２１：００以降は、大きな声で話したり、騒いだりして同居人や近隣住民に迷惑を

かけないようにして下さい。

（２） 原則、２１：００以降は他の部屋を訪問してはいけません。

（３） 靴は玄関で脱ぐこと。決して土足で（靴を履いたまま）部屋に入らないで下さい。

（４） 共用部分（廊下、エレベーター内、非常階段など）では走ったり、携帯電話

を使用するなどして、騒音を出さないで下さい。また火災報知器が作動する

可能性があるので、共用部分ではタバコを吸ってはいけません。

（５） ドアを閉めるときは、静かに閉めて下さい。乱暴に閉めて、大きな音を出さないこと。

（６） 台所、トイレ、バス（お風呂）などは定期的に掃除をして清潔に使用して下さい。

（７） 自転車は自転車置き場に駐輪して下さい。自転車置き場が無い場合は、邪魔に

ならない場所に駐輪して下さい。

（８） ゴミの種類（可燃ゴミ、プラスチックゴミ、ペットボトル・缶）と出してよい曜日が

決まっているので、ルールを守って、当日の朝、ゴミを出して下さい。

（９） 学校の許可を得ず、友人、知人を宿泊させてはいけません。

（１０） 退寮する時は、入寮した時と同じように、きれいに掃除してから退去して下さい。

（１１） 同居人は、来日の時期などを考慮して、学校が指定します。

（１２） 同居人は原則、退寮するまで変更しませんが、止むを得ない事情が発生した

場合は、学校が同居人の変更を指示することがあります。

（１３） 同居人との間でトラブルが発生した場合は、学校に連絡すること。

ただし、その問題が同居人の変更や退寮の為の、止むを得ない理由か

どうかは、学校が判断するものであり、学校が引き続き入寮（同居）を

勧告した場合は、指示に従って下さい。

食生活や生活習慣の違い、アルバイトの勤務時間、趣味や性格の違い

は、「止むを得ない理由」には該当しないので、お互いが、相手の迷惑

にならないように配慮しながら生活して下さい。

以上


