
【1年コース・半年コース共通】

指定学生会館GUIDE 2018

安 心 食 事

館長夫妻が常駐していますので、急病時の対応やトラブルの
フォロー・防犯面での配慮はもちろん、日々の細かな相談事
まで親身になってサポートします。

●留守中の宅配便などの受け取りもします。
●侵入者のチェック等セキュリティー対策
も万全です。

勉学に励むにはまず健康
的な体作りが大切です。
学生会館では、栄養バラ
ンスを考えた朝夕の食事
を寮母さんが手作りでご
提供しています。また、
朝食は和食・洋食を選べ
る選択制です。

居 室

ベッド・机・椅子・本棚・クローゼット・電気スタンド・暖房
機といった家具が備え付けになっており、引越しの手間やコス
トを節約することができます。

24時間使い放題
インターネット回線完備

●専用回線を共有して接続します。
●入居者専用のサポートセンターが

設置されています。

設 備

明るい雰囲気のダイニングルームは、食事の時だけでなく、
仲間が集まる楽しいおしゃべりの「場」としても活用されて
います。また管理・清掃は専任スタッフが行なっています。

夕食例

朝食例（洋食） 朝食例（和食）

安心・快適の一人暮らし！

指定学生会館は館長夫妻が常駐し、朝・夕２食付、生活に必要な
家具は備え付けられており、共用設備も充実しております。
インターネット回線も完備しているのでお部屋で自由に見られて
とっても便利。
一人暮らしと比べて、一歩差がつく生活環境があります。

ダイニングルーム

大浴場

プライベートシャワー

ランドリールーム

ご利用案内
［1］ご利用時間

［2］外 泊 外泊をする場合は「外泊届」を提出してください。
［3］定 休 日 日曜日、祝日、夏期5日間、年末年始5日間、年度末7日間、第5土曜日、

及びスタッフ研修日は食事業務及び管理業務はお休みをさせていただきます。
［4］車輌について 車輌の持ち込みは禁止です。
※詳細は、契約締結後、契約書類に同封されている「学生会館利用規則」にてご確認ください。

1泊

4,800円(税別)

※第5土曜日・日曜・祝日は食事はつきません。

体 験 入 館 の ご 案 内
学校の見学や、夏期・冬期講習会の際にもご利用いただく
と大変便利です。自分の目で直接学生会館を確かめてみて
ください。

朝・夕
２食

サービスで

お問い合わせは

☎ 0120-97-4334

野口ドクターホットライン

24時間365日、電話での健康相談が出来ます。

館長夫妻が常駐で防犯面は万全。
安心して生活出来ます。

朝・夕２食、バランスのとれた
手作りの食事をご用意。

プライベート重視の個室
必要な家具も備え付けています。

館内に大浴場・ランドリー等
便利な設備を完備しています。

24時間
利用可能

モデルルーム(女性）

モデルルーム(男性）

学校へのアクセス（JR札幌駅徒歩２分）

〒060-0808
札幌市北区北８条西４丁目
１-１
パストラルビルＮ８ ３階

※会館により設備が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

一人暮らしの

不安を解消

泥棒 病気

火災

洗濯
無料

開門と閉門 食事時間 入浴時間

ドーミー豊水
ドーミー北大前2 開門/ 6:30

閉門/23:00

朝食/7:00～8:30

夕食/18:00～22:00

17:30～23:00

ドーミー大通南
ドーミー札幌2

大浴場なし



男女
札幌市中央区南1条東3丁目11-9

地下鉄東西線「バスセンター前」駅徒歩1分

札幌市中央区南7条西2丁目2-15
地下鉄東豊線「豊水すすきの」駅徒歩3分

洋室23.45㎡ 和洋室24.20㎡/定員100名

札幌市北区北11条西2丁目1-26
JR「札幌」駅徒歩10分

洋室9.5㎡/定員80名

札幌市北区北19条西4丁目2-20
地下鉄南北線「北18条」駅徒歩約4分

洋室15.50㎡/定員83名

お問い合わせ
管理運営

『ひとり暮らし応援制度』のご案内
学生会館に入館される皆さんがより充実した学生生活を送れるよう、さまざまな角
度から応援する制度を用意しています。

館費分割払い制度
契約期間内の入館費、年間管理費、館費を月々
5万円の定額払いでご利用いただける制度です。
（契約内容の詳細に関しましては㈱共立メンテ
ナンス「館費分割払い相談室」までお問い合わ
せください。）☎03-5295-7992

入館手続 弊社ホームページよりお申し込みください。
1.インターネットにて共立メンテナンスのホームページよりお申し込みください。
2.申込確認後、担当よりご連絡をさせていただきます。
3.共立メンテナンスから契約手続き書類一式を発送致します。
4.入館手続費用(保証金・入館費・年間管理費)を指定の用紙にてお振込みください。
5.契約書類を共立メンテナンスへ返送してください。
6.後日、共立メンテナンスから入館予定日連絡ハガキ/入館証明書を発送致します。
7.ご入館者から入館予定日連絡ハガキを入居される会館へ返送してください。
8.お引越し。
※入館申込みは先着順です。満室になり次第受付を締切ります。

指定学生会館のご案内

http://www.gakuseikaikan.com
TEL:0120-97-4334

FAX:011-233-1235

学校へのアクセス 徒歩約23分

共立の学生会館

〒060-0051 札幌市中央区南1条東3丁目11-9

学校へのアクセス
地下鉄東豊線「豊水すすきの」⇒

「さっぽろ」乗車時間4分

学校へのアクセス
地下鉄南北線「北18条」⇒「札幌」乗車時間3分

※掲載している以外にも物件がございます。
※1ヶ月毎のマンスリー契約もございますので、契約の詳細などお気軽に
お問合せください。

男子

洋室18.20㎡/定員120名

居室形態 食事形態 館費1ヶ月

個室
Cタイプ

食事込 79,800

入館手続き費用

入館費 保証金 年間管理費

76,000
(7ヶ月契約)

50,000

112,000
(7ヶ月契約)

119,500
(11ヶ月契約)

176,000
(11ヶ月契約)

居室形態 食事形態 館費1ヶ月

個室
Cタイプ

食事込 79,800

食事別 59,800

入館手続き費用

入館費 保証金 年間管理費

45,000
(7ヶ月契約)

30,000

105,000
(7ヶ月契約)

71,000
(11ヶ月契約)

165,000
(11ヶ月契約)

居室形態 食事形態 館費1ヶ月

個室
Aタイプ

食事込 56,500

入館手続き費用

入館費 保証金 年間管理費

52,500
(7ヶ月契約)

50,000

113,500
(7ヶ月契約)

82,500
(11ヶ月契約)

178,000
(11ヶ月契約)

入館手続き費用

入館費 保証金 年間管理費

52,500
(7ヶ月契約)

50,000

113,500
(7ヶ月契約)

82,500
(11ヶ月契約)

178,000
(11ヶ月契約)

居室形態 食事形態 館費1ヶ月

個室
Bタイプ

食事込 75,500

食事別 56,000

【注意】この広告に掲載
されている料金は2018年度
限定料金となります。
予めご了承ください。

学生会館生活総合保障制度
ケガによる入院や通院、病気入院、学業費用
補償、火災などによる賠償、家財の損傷など、
幅広く保障します。（契約内容の詳細に関し
ましては㈱共立保険サービスまでお問い合わ
せください。）☎0120-354-363

ドーミー大通南

男女 ドーミー豊水

ドーミー北大前2

女子 ドーミー札幌2

2018年4月リニューアルオープン

【費用の詳細】
●入館費/契約年数で異なります。既納の入館費は返金されません。契約満了後1年更新される場合には、（新年度）入館費1年契約料金の7割が更新料として必要です。 ●保証金/契約期間満了後に
返金。但し中途退館の場合は、違約金として保証金相当額を申し受けます。 ●年間管理費/共用施設の諸費用、一般管理費の1年分です。●館費/室料・食事（朝・夕2食付）の合計。食事別料金を選
択された方は館費の他に1食あたり朝食350円（税別）、夕食650円（税別）が必要となります。
【その他の費用】
●電気料金/電力会社との直接契約となります。（ドーミー文京台：基本料金780円（税別）+使用料金の御請求となります。ドーミー北大前2：水道光熱費として月額固定5,000円（税別）を御請求さ
せていただきます。） ●ガス料金/ガス会社との直接契約となります。（ドーミー大通南のみ）●通信設備料/基本料金3,600円（税別）+ＩＰ電話通話料金が必要となります。※電話はＩＰ電話と
なっております。※インターネット使用料は基本料金に含まれているので不要です。※通信設備料に「ユニバーサルサービス料」が加算される事になります。通信業者に代わり請求いたします。 ●
退去費用/すべての会館に居室内のクリーニング費用が別途必要です。Ｃタイプ33,000円（税別）、Ａ・Ｂタイプ26,000円（税別）
【その他注意事項】
●途中解約について/退館日の1ヶ月前までに館長にお申し出ください。申し出の際、「退館届」をお渡ししますので館長へ提出してください。1ヶ月前までに申し出がない場合、違約金として翌月分
の館費が発生します。既納の入館費、年間管理費等の返金はありません。途中解約に伴う違約金が発生します。違約金は保証金をもって充当します。居室または備品に通常の使用以外による汚損、
破損、紛失等があった場合には追加費用をお支払い頂きます。 ●入館手続費用以外は指定口座から自動引き落としとなります。

学校へのアクセス 徒歩約10分


