
国際交流会館ユニット単身室 (深江地区)  10 月期（2019 年 7 月現在）  別紙概要① 

1 ユニット 4 個室タイプ（男女別ユニット）です。48 のユニット単身室があります。 

 

月額使用料 

使用料：18,000 円 共益費：12,000 円 (定期清掃費・カーテン・寝具レ

ンタル、シーツ洗濯、Wi-Fi、NHK 受信料等を含む。)  

 

※原則として、チェックインは平日 8:30 から 17:00 までに行って下さい。 

※使用料・共益費は月単位で、使用を開始した日の属する月から退去した日の属する月

までの間、納付頂きます。 

例： 4/1-4/30 の入居の場合：30,000 円（18,000+12,000） 

4/15-5/14 の入居の場合：60,000 円（18,000×2＋12,000×2） 

その他費用 
光熱水費： 各ユニット単位で、居住人数により按分 

自治会費： 月額 200 円 

共用施設 

共用部分: キッチン、浴室、洗面所・洗濯室 

共用設備: IH クッキングヒーター、食器棚、吊り棚、食卓、椅子、冷凍冷蔵

庫、 電子レンジ、電気ポット、全自動洗濯機、衣類乾燥機、テレビ、エア

コン、靴箱 

居室設備 
机、椅子、本棚、ベッド、寝具、ワードローブ、カーテン、エアコン、 ト

イレ、インターネット 

見取り図 

  

ユニット単身室 13 m2 

通学時間 
六甲台キャンパスへは電車・バスを利用し約 50 分です。 

海事科学部キャンパスへは徒歩約 8 分です。 

住所 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町 1-4-50  

掃除当番 ユニットの共用部分の清掃は、入居者が行います。 

申請方法 所属の学部又は研究科を通じて申請します。 

寮生活 
寮生活は基本的に寮生の自治によって支えられています。 

※食堂はありません。 



International House Unit Single Room (Fukae area) from October    (as of July 2019) info① 

There are 48 unit single rooms. One unit consists of 4 separate rooms (units are 

separated by gender).  

 

Monthly Rent 

Rent:¥18,000 / Common-area charge:￥12,000 (including periodic cleaning fee, 

bedclothes rental fee, sheets laundry charge, Wi-Fi, NHK Receiving Fee and so on.) 

 

*Check in time 8:30 ~ 17:00 on weekdays. 

*Even if you enter or leave the dormitory in the middle of the month, you must pay the 

whole expense for that month. 

For example 

Rent + Common-area charge for 4/1-4/30： ¥30,000 (18,000+12,000) 

Rent + Common-area charge for 4/15-5/14： ¥60,000 (18,000×2＋12,000×2) 

Other 

Charges 

Water, gas and electricity charges: Divided by the number of residents in 

each unit 

Resident council membership fee: ¥200 per month 

Common 

facilities 

Common area; Kitchen, bathroom, laundry room 

Facilities: Induction Cooktop, cupboard, shelves, table & chair, refrigerator, 

electric kettle, microwave, washing machine, clothes dryer, TV, air 

conditioner, shoes box 

Individual 

facilities 

Desk, chair, bookshelf, bed, bedclothes, wardrobe, curtains, air-conditioner, 

toilet, internet connection 

Floor Plan 

  

For Singles 13 m2 

Commute 
To Rokkodai Campus, about 50 minutes by train and bus. 

To Fukae Campus, about 8minutes on foot. 

Address 1-4-50 Motoyama-minami-machi, Higashi-Nada-ku, Kobe 658-0015 

Cleaning duty Resident are responsible for cleaning the common area in the unit. 

Application Apply at the Academic/Student Affairs Section of the respective faculties. 

Dormitory 

Life 

The dormitory is basically operated by Kobe University Hakuo Dormitory 

Resident Council. *There is no restaurant in this dormitory. 

 


