
新潟大学 留学生用宿舎（単身用）の概要 <五十嵐キャンパス> 

2018.5.1 更新 

    ＊①～⑦以外の宿舎に入居になる可能性があります。 

    ＊【設備・備品等】は内容が一部変更および削減になる可能性があります。 

施設名 
①新潟大学国際交流会館 

（単身室） 

②外国人留学生借上宿舎 

「ﾊｳｽﾘﾊﾞﾃｨﾋﾙｽﾞ」「ﾊｳｽｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ」「ﾊｳｽｻﾆｰﾋﾙｽﾞ」 

③外国人留学生借上宿舎  

「アーバン FMC」 

④外国人留学生借上宿舎 

「コーポ幸」 

地図 

 

住所 
〒950-2181 

新潟市西区五十嵐 2 の町 8050  

〒950-2102 

(ﾊｳｽﾘﾊﾞﾃｨﾋﾙｽﾞ) 

新潟市西区五十嵐 2 の町 8388-5 

(ﾊｳｽｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ) 

新潟市西区五十嵐 2 の町 8390-4 

(ﾊｳｽｻﾆｰﾋﾙｽﾞ) 

新潟市西区五十嵐 2 の町 8392-6  

〒950-2044 

新潟市西区坂井砂山 4-22-19 

〒950-2101 

新潟市西区五十嵐１の町 6730-12 



外観 

    

間取り 

 
 

 

 

定員 1 名 1 名 2 名 １名 

総部屋数 留学生用単身室 38 室 (2018.5.1 現在) 87 室 (2018.5.1 現在) 15 室（30 名分） （2018.5.1 現在) 8 室 (2018.5.1 現在) 

面積 17.19 ㎡ 22.7 ㎡ 31.9 ㎡ 15.5 ㎡ 

構造等 

・鉄筋コンクリート 

・床はビニール 

・木造 

・床はフローリング 

・鉄筋コンクリート 

・洋室の床はフローリング、和室には畳の上に絨

毯が敷いてある 

・木造 

・床はフローリング 



設備 

備品等 

バス・トイレユニット、キッチンユニット、給

湯器、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、

エアコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、書

棚、洋服タンス、食器棚（テーブル付）、

カーテン 

[部屋１]バス・トイレユニット、キッチンユニット、給湯

器、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、エ

アコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、書棚、洋服タ

ンス、コートハンガー、食器棚、テーブル、カーテ

ン 

[部屋２]バス・トイレユニット、キッチンユニット、給湯

器、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、エ

アコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、コートハンガ

ー、カラーボックス、テーブル、カーテン 

バス・トイレユニット、キッチンユニット、ガスコン

ロ、給湯器、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、掃除

機 

（以下の備品は各部屋に設置） 

エアコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、書棚、テ

ーブル、カーテン、コートハンガー、 

押入用整理棚 

バス・トイレユニット、キッチンユニット、ガス

コンロ、給湯器、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯

器、掃除機、エアコン（冷暖房）、ベッド、

机、椅子、書棚、テーブル、カーテン、 

コートハンガー、押入用整理棚 

洗濯機（館内有料コインランドリーを利

用） 

洗濯機（各部屋に設置）  洗濯機（館内有料コインランドリーを利用） 洗濯機（アパート併設の有料コイン 

ランドリーを利用） 

消火器（各部屋に設置） 消火器（各階に設置） 消火器（各階に設置） 消火器（各階に設置） 

無料インターネット（無線。各部屋） 無料インターネット（有線。各部屋） 無料インターネット（有線または無線。各部屋） 無料インターネット（有線と無線。各部屋） 

共用施設：多目的ホール(96 ㎡。37V 型

テレビ備付)、図書･学習室(30 ㎡)、和室

(26 ㎡) 

共用施設：なし 共用施設：なし 共用施設：なし 

その他：会館入口オートロック、管理人駐

在（平日昼間）、RA（ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄｱｼｽﾀﾝﾄ）と

して大学院生 3 名居住。 

家主が 24 時間電話対応可。 管理人駐在（平日昼間）。 

エレベーター設置。 

 

・管理会社が徒歩１分の位置にあり、対応

可。 

・家主が隣に住んでいる。 

寄宿料 
【居住日数が 8 日以上の月】   22,000 円/月 寄宿料は、毎月月末までにその月分を納付して下さい。（なお、退去する月の寄宿料は指定された日までに納付してください。） 

【居住日数が 7 日以内の月】     733 円/日          ※「入居する月」と「退去する月」に限られます。 

共益費 1,200 円/月 0 円/月 （共用スペースが無いため） 0 円/月 （共用スペースが無いため） 0 円/月 （共用スペースが無いため） 

入居時に

かかる 

費用 

30,000 円    

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）   

・退去時清掃費 21,000 円程度 

・預託金 9,000 円程度（退去時に返還） 

 

41,000 円     

 ※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）         

・退去時清掃費 25,000 円 

・管理料       6,000 円 

・家主への預託金 10,000 円（退去時に返還） 

44,000 円（1 人当たり）   

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）          

・退去時清掃費 25,000 円 

・損害保険料 9,000 円 

・家主への預託金 10,000 円（退去時に返還） 

40,400 円 

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）          

・退去時清掃費 32,400 円 

・損害保険料    8,000 円 

 

その他 ・館内禁煙 ・室内禁煙 ・室内禁煙 ・室内禁煙 

 



新潟大学 留学生用宿舎（単身用）の概要 <五十嵐キャンパス> 

2018.5.1更新 

    ＊①～⑦以外の宿舎に入居になる可能性があります。 

    ＊【設備・備品等】は内容が一部変更および削減になる可能性があります。 

施設名 
⑤外国人留学生借上宿舎 

「ロイヤル仁」 

⑥外国人留学生借上宿舎 

「コーポ青葉」 

⑦外国人留学生借上宿舎  

「第 1コーポコマタ」 

「第２コーポコマタ」 

 

地図 

 

住所 
〒950-2101 

 新潟市西区五十嵐 1 の町 6748 番地 13 

 

〒950-2101 

新潟市西区五十嵐 1 の町 6730-16 

 

〒950-2101 

新潟市西区五十嵐 1 の町 6756-1 

 

 



外観 

 
  

 

間取り 

   

 

定員 1 名 1 名 1 名  

総部屋数 6 室 (2018.5.1 現在) 5 室 (2018.5.1 現在) 4 室 （2018.5.1 現在)  

面積 26.4 ㎡ 23.1 ㎡ 26.4 ㎡  

構造等 
・鉄筋コンクリート 

・床はフローリング 

・木造 

・床はフローリング 

・木造 

・床はフローリング 

 

 

設備 

備品等 

バス、トイレユニット、キッチンユニット 

給湯器、電気コンロ、冷蔵庫、電子レンジ、

エアコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、コート

ハンガー、カラーボックス、カーテン 

【オール電化アパート】 

＊ガスは使えません 

バス・トイレユニット、キッチンユニット、給湯

器、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、 

エアコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、 

コートハンガー、カラーボックス、 

テーブル、カーテン 

 

バス・トイレユニット、キッチンユニット、給湯

器、ガスコンロ、冷蔵庫、電子レンジ、 

エアコン（冷暖房）、ベッド、机、椅子、 

コートハンガー、カラーボックス、テーブル、 

カーテン 

 

 

洗濯機（各部屋に設置） 洗濯機（各部屋に設置）  洗濯機（各部屋に設置）   



消火器（各階に設置） 消火器（各階に設置） 消火器（各階に設置）  

無料インターネット（有線と無線。各部屋） 無料インターネット（有線と無線。各部屋） 無料インターネット（有線と無線。各部屋）  

共用施設：なし 共用施設：なし 共用施設：なし  

管理会社が徒歩１分の位置にあり、 

対応可。 

管理会社が徒歩１分の位置にあり、 

対応可。 

管理会社が徒歩１分の位置にあり、 

対応可。 

 

寄宿料 

【居住日数が 8 日以上の月】   22,000 円/月 

寄宿料は、毎月月末までにその月分を納付して下さい。（なお、退去する月の寄宿料は指定された日までに納付してください。） 

【居住日数が 7 日以内の月】     733 円/日          ※「入居する月」と「退去する月」に限られます。 

共益費 
0 円/月 

（共用スペースが無いため） 

0 円/月 

（共用スペースが無いため） 

0 円/月 

（共用スペースが無いため） 

 

入居時に

かかる 

費用 

40,400 円 

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）           

・退去時清掃費 32,400 円 

・損害保険料    8,000 円 

 

 

 

40,400 円 

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）          

・退去時清掃費 32,400 円 

・損害保険料    8,000 円 

 

 

 

40,400 円 

※すべての費用は値上がりになる 

可能性があります。 

（内訳）          

・退去時清掃費 32,400 円 

・損害保険料    8,000 円 

 

 

 

 

その他 ・室内禁煙 ・室内禁煙 ・室内禁煙  

 


