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入居予定者へのお知らせ 
（留学生） 

東京大学 インターナショナル ロッジ 
白金台ロッジ 

 
このお知らせには、白金台ロッジへの入居予定者が、入居に先立ち知っておくべきこと、

承諾すべきことが記載されています。必ず通読し、内容を把握することは、すべての入

居予定者の責務です。 
 

必ずすべきこと 

1. 入居は、入居許可期間の最初の日から 7 日以内に、必ず完了しなくてはなりま

せん。 
− この期間より前の入居は、一切認めません。 

− 事前の通知と正当化しうる理由がないまま指定期間内に入居しないと、入居

が取り消されます。 

2. ロッジへの到着日が決まり次第、電子メールで、ロッジ事務室に報告しなくて

はなりません。 shirokanedai_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp  
見出しには、「C222 到着日」のように、必ず部屋番号を記載してください。 
空港またはロッジへのおおよその到着時間が分かりましたら、教えてください。 

3. 以下 3 点の書式を記入のうえ、到着時またはそれ以前にロッジ事務室に提出し

なければなりません。 

1) 入居届 
- 写真の添付が必要です。 

2) 誓約書 

3) 新入居者の方へ 

これらの書面は、以下からダウンロードが可能です。 
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/housing-office/download/index.html#yoshiki 

4. ベッド、マットレス、ベッドパッドを除く寝具（枕、枕ケース、シーツ、毛布、

掛け布団、など）は、各居住者が用意することになっています。(詳細は、3 頁

参照。) 
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1. ロッジ事務室の連絡先 

質問などありましたら、ロッジ事務室にご連絡ください。 

白金台ロッジ事務室 
 

住所：         〒108-0071 
               東京都港区白金台 4-6-41 
電話：         03-3473-5336 
ファクシミリ： 03-3444-0688 
E メール：     shirokanedai_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 
 
受け付け時間： 月～金              8:00～20:00 
               土・日曜日と祝日    8:00～18:00   

入居当日は、事務室の上記受付時間内に、白金台ロッジにお越しください。ロッジ

事務室の受付時間外の到着は、原則認められていません。時間内に到着できない場

合は、必ず前もって事務室に連絡してください。 
 
2. 別送品 

ロッジ事務室は、入居前に到着する別送品を受け付けていません。別送品を送る場

合は、居住者自身が入居後に直接引き取りを行えるように手配をしてください。 
 
3. チューター 

チューターのいる方は必ず、この「入居前案内」をダウンロードのうえ、通読する

ように伝えてください。よいチューターになるためには、この文書に記載された内

容を知っておくべきです。 
 
4. 到着時に必要な書類 

最初のページに掲げた 3 点の書類に加え、以下の書類の提出が必要です。必ず、お

持ちください。 
1) 入居許可通知書 

注意： この書面は、学部・研究室など、あなたの所属先が保管していること

があります。その場合は、入居後にすみやかに提出してください。 

2) パスポートと在留カード（家族のものも含む） 
* お持ちでしたら、学生証も提出してください。 

事務室では、これらの書面のコピーを取り、その場で原本を返却します。通知書は、

「OSTA 申請結果（当選）」という見出しの通知メールに添付されていたものです。 
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5. ロッジの案内と重要事項の説明 

到着後間もなく、既存の居住者ないし事務室職員が、ロッジ内および居室を案内し

ます。これには 20 分程度を要しますが、その間、ロッジで生活するうえで重要な事

柄についての説明があります。分からないことなどありましたら、遠慮なく質問し

てください。 
 
6. 鍵 

ロッジ事務室から居室の鍵を受け取ってください。鍵を失くしたり破損したりしな

いように、注意してください。交換に要する費用は、居住者の負担となります。 
 
7. 寝具 

ベッド、マットレス、ベッドパッドを除く寝具（枕、枕ケース、シーツ、毛布、掛

け布団、など）は、各居住者が用意することになっています。 

布団等のレンタル（有料）を希望する方は、申込用紙（同じサイトからダウンロー

ド可）に記入し、入居日の 1 週間前までに、メールにて申し込んでください。

（shirokanedai_lodge.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp）なお、シングル・ベッド用とダ

ブル・ベッド用の 2 つの用紙がありますので、お部屋に合った用紙を選んでくださ

い。 

寝具をレンタルする場合は、レンタル料の全額を初回の請求の際にお支払いいただ

きます。予定よりも早めにレンタル寝具を返却した場合でも、返金はいたしかねま

すのでご了承ください。 

寝具のレンタルを希望しない方は、ご自分で寝具の手配をお願いします。なお、長

期間滞在する場合は、寝具を購入した方が安くなります。 
 
8. 駐車場 

自動車を駐車して、荷物を搬入する場合は、前もって事務室に連絡してください。

（居住者が常用できる駐車スペースは、ありません。） 
 
9. インターネット 

ロッジ全室で無線 LAN（Wi-Fi）接続サービスを利用できます。 
 
10. 喫煙所 

喫煙所は、以下の 1 箇所だけです。 

− C 棟の外、談話室の窓に沿った、ゴミ置き場近くの場所。 

居室も含めそのほかの場所での喫煙は、固く禁じられています。 
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11. 郵便 

居室番号の記載のない郵便物は、配達されない可能性があります。郵便物を送るこ

とが見込まれる家族や友達の方には、以下の 2 点を伝えておいてください。 
1) 居室番号をはっきりと示す。 
2) 名前は、アルファベットで記載する。 

 
12. 禁止事項 

以下の行為は、固く禁じられています。 
1) ペットを飼うこと。 
2) 土足のまま、入室すること。 
3) 壁や家具などに、がびょうや釘で穴を開けたり、テープやシールを貼ったり、フッ

クを付けたりすること。ただし、壁から突き出ているバーの上は、例外です。 
4) 共有スペースに私物を置くこと。 
5) （あらかじめ備わった機器などを除き）火気を使用すること。 
6) 非居住者に居室を貸すこと。 

上記に加え、夫婦室、家族室を長期間にわたり、それぞれ 1 名、2 名以下で占有す

ることは禁止されています。こうした状況が確認された場合、居住者に退去を求め

ることがあります。また、同居家族の人数に変更が生じた場合は、すみやかにロッ

ジ事務室に報告してください。 
 
13. 費用 

居住者は、毎月以下の料金を支払わなくてはなりません。 
1) 部屋代 
2) 光熱水道通信費（電気・ガス・水道・インターネット料） 
3) 共益費 

共益費は、居住者全体の利益のために用いられます。 

居室タイプ 
部屋代 共益費 

（月額） 月額 日額 

単身 
A 棟（13.69 ㎡） 31,500 円 1,050 円 

2,000 円 
C 棟（18 ㎡） 40,500 円 1,350 円 

夫婦 
A 棟（22.38 ㎡） 58,700 円 1,960 円 

3,200 円 A 棟（26.83 ㎡） 68,900 円 2,300 円 
C 棟（36 ㎡） 91,800 円 3,060 円 

家族 
A 棟（41.47 ㎡） 107,100 円 3,570 円 

3,700 円 
C 棟（54 ㎡） 137,700 円 4,590 円 
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光熱水道費は、実際の利用量に基づき請求されます。インターネット接続料は、月

額 1,200 円（日額 40 円）です。 

請求書は、毎月 10 日ごろに発行されます。必ず、その月の末までに請求額を支払

ってください。支払方法は、銀行振り込み（銀行窓口、ATM、オンライン）に限り

ます。（東京大学では、その他の支払方法を受け付けません。） 

以下に、ご注意ください。 

1) 入居時に、支払いを求められることはありません。 

2) 上記費用は、変更されることがあります。 

3) 入居月と退去月には、１カ月間フルに滞在しない場合、部屋代とインターネッ

ト接続料に限り、上記日額が適用となります。（上記月額を超える額が、請求

されることはありません。）共益費については、入居月と退去月においても、

その間の滞在日数に関係なく、月額が請求されます。 

4) 入居月における日割り計算の開始日は、実際の入居日ではなく、入居許可期間

の初日となります。実際の入居がこの開始日よりあとになった場合、開始日か

ら入居日までの日数が加算されます。 

5) 初回の請求の際に、清掃費を全額支払っていただきます。清掃費は退去後すぐ

に行う清掃にかかる費用です。（2 回目以降の請求に、この費用は含まれませ

ん。） 

居室タイプ 棟 清掃費（円） 

単身 
A 棟 16,200 
C 棟 17,300 

夫婦 
A 棟 23,800 
C 棟 31,400 

家族 
A 棟 36,800 
C 棟 41,100 

* 退去時の室内がひどく汚れている場合、施設の破損ないし紛失が認められ

る場合などには、追加の請求が発生することがあります。 

6) 費用を支払ったあとは、どのような理由があっても、払い戻しできません。 

 
14. 清掃 

居室清掃は、浴室・トイレを含め、各居住者が行います。事務室で、電気掃除機を

貸し出しています。 
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15. 居室の変更 

原則、ほかの居室への変更は認められません。 
 
16. 設備・備品 

ロッジには、以下の設備・備品があります。 

< 居室内 > 
家族 夫婦 単身 

リビング・ルーム、台所、浴室（トイレと洗面所付）、ベランダ 
寝室 1  

寝室 2   
冷蔵庫、調理用レンジ、エアコン、キッチン・ファン、換気扇、給湯機、照明機器、

電気スタンド、インターフォン、ドア・インターフォン; 
ベッド、マットレス、机、いす、靴箱、洋服ダンス, 食器棚、棚; 

ソファー、ダイニング・テーブルといす; 
洗濯機、電気掃除機 

 

2 段ベッド   

< 供用施設 > 
会議室： 
システム・キッチン；冷蔵庫、電子レンジ、食器；テーブル、いす 
ラウンジ（エントランス・ホール）： 
テレビ、ブルーレイ・プレイヤー；テーブル、いす；マガジン・ラック 
図書室： 
机、いす；百科事典 
和室： 
座卓、座ぶとん 
談話室 （現在、利用されていません。）： 
テーブル、いす 
その他、供用設備： 
洗濯室、メールボックス、ごみ置き場、駐輪場 
無料貸し出し品： 
自転車用ポンプ；アイロン、電気掃除機；はかり；ブルーレイ（映画など） 

* （ロッジ事務室を含む）東京大学は、貸出品により、直接的または間接的に生

じた負傷や所持品の損傷に対し、責任を負いません。 
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17. 在留カードと転居手続き 

 (1) 海外から入居する方へ 

留学生は、中長期の在留資格を持っていますので、成田国際空港または羽田空港に

て在留カードを受領します。（中部国際空港、関西国際空港でも、在留カードの発

行を行っています。） 

このとき、資格外活動許可の申請もできます。許可を受けることで、非常勤の就労

が可能となります。 

上記以外の空港を利用する場合は、上陸許可を受け、港区役所で居住地の登録を行

ったあと、在留カードを入手できます。 
 

 (2) 既に日本に在住している方へ 
港区以外の国内居住者は、居所の役所に（実際の転出日前に）転出届を提出します。

役所は転出証明書を発行しますが、これは港区役所で転入手続きをする際に、必要

です。登録は移動日から 14 日以内に行わなくてはなりません。 

港区内にお住まいの場合は、白金台ロッジに入居したあとで、港区役所に転居届を

提出します。 
 
18. 保険 

東京大学は、居住者の所有物を補償する保険に加入していません。必要と判断する

場合は、居住者が加入しなくてはなりません。 
 
19. ロッジの下見 

既に日本に在住の方、または入居日に先だって来日する方は、事前にロッジ事務室

と調整することを条件に、ロッジの下見が許可されています。また、（日本在住の）

近親者、受入教官、または受入教官のもとで研究・事務に従事する方に限り、代理

の下見も受け付けています。（これ以外の方の下見は、認めていません。）下見を

希望する場合は、遅くとも下見希望日の 3 日前までに、ロッジ事務室宛に E メール

（2 頁参照）で以下の情報を提供してください。 

1) 居室番号 
2) あなたのお名前（および代理者のお名前) 
3) （入居許可通知書の）許可番号 
4) 訪問希望日時（複数挙げてください。） 

なお、ロッジ事務室の業務上、職員が随伴できないこともありますので、予めご了

承ください。その場合は、共有スペースだけをご覧いただくことになります。 
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20. 退去 
退去日の 14 日前までに「退去届」を記入し、事務室に提出することで、入居許可期

限を待たずに、退去することができます。期限を過ぎて提出した場合は、（実際の

退去日に関係なく）提出日から 14 日までの期間が請求の対象となります。 
 
21. 成田国際空港からの交通 

* 以下の料金をはじめとする情報は、変更されることがあります。 

 (1) 空港リムジン・バスの利用 
1) 成田国際空港にて、空港リムジン・バスに乗ってシェラトン都ホテル東京でバス

を降りてください（3,100 円）。詳細は以下の URL をご覧ください。 

http://www.limousinebus.co.jp/areas/detail/nrt/ebisu_shinagawa/dep 

2) 徒歩（10 ページ地図参照）かタクシーで、白金台ロッジにお越しください。 
 
 (2) 京成線の利用 

1) 成田国際空港で、京成上野に向かう京成線に乗り、日暮里駅で降りてください。 

2) 日暮里駅で、池袋・新宿方面行きの JR 山手線に乗り、駒込駅で降りてください

（140 円）。 

3) 駒込駅で、白金高輪または日吉行きの東京メトロ南北線に乗り、白金台駅で降り

てください（240 円）。白金高輪行きに乗った場合は、終点の白金高輪駅で降り、

日吉行きに乗り換えてください。 

4) 徒歩（10 ページ地図参照）かタクシーで、白金台ロッジにお越しください。 
* 京成線には、京成本線と成田スカイアクセス線の、2 つの異なる路線がありま

す。成田アクセス線の方が早いですが、より高額です。 

 

 

 

 

      成田空港駅 
      空港第 2 ビル 

日暮里駅 

利用列車 時間 料金 
京成本線 特急 約 70-80 分 1,030 円  
成田スカイ 
 アクセス線 

特急 約 60-70 分 1,240 円 
スカイライナー 約 35-45 分 2,470 円 
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22. 羽田空港からの交通 
 
 (1) 空港リムジン・バスの利用 

1) 羽田空港国際線旅客ターミナルで、空港リムジン・バスに乗ってシェラトン都ホ

テル東京でバスを降りてください（820 円）。詳細は以下の URL をご覧ください。 

http://www.limousinebus.co.jp/areas/detail/hnd/ebisu_shinagawa/dep 

2) 徒歩（10 ページ地図参照）かタクシーで、白金台ロッジにお越しください。 
 
 (2) 京急線の利用 

1) 羽田空港国際線旅客ターミナルで、品川・泉岳寺方面行きの京急線に乗り、品川

駅で降りてください（410 円）。 
2) 品川駅で、渋谷・新宿方面行きの JR 山の手線に乗り、目黒駅で降りてください

（160 円）。 

3) 目黒駅で、赤羽岩淵方面行きの東京メトロ南北線か、西高島平方面行きの都営三

田線に乗り、白金台で降りてください（170 円）。 

4) 徒歩（10 ページ地図参照）かタクシーで、白金台ロッジにお越しください。 
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23. 白金台ロッジまでの略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
灰色の矢印に従ってください。 
1) 白金台駅の出口 2 から、東京大学・医科学研究所のキャンパスを通りぬけることが

できます。西門を出て、外苑西通りにそって歩いてください（徒歩 7 分）。  

2) 出口 1 から、目黒通りにそって歩いてから、目黒通りを横断し、外苑西通りにそっ

て歩いてください（徒歩 10 分）。 

3) シェラトン都ホテル東京から、坂道を上がり、上記 2 つのルートのいずれかに従っ

てください（徒歩 18 分）。 

出口 1 

出口 2 

白金台ロッジ 

東 京 大 学 

医 科 学 

研 究 所 

西門 

正門 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 

白金台駅 目黒通り 

シェラトン都

ホテル東京 

目黒通り 

外苑西通り 

（プラチナ通り） 

C 棟 1 階のロッジ事務室に

いらしてください。 
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24. 入居書類の記入例 
 
(1) 入居届 
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(2) 誓約書 
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(3) 新入居者の方へ 
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(4) 入居許可通知書 

 
 


