
夏期講習会宿泊案内
受講生の宿泊予約をサポートします。

〒202-0022
東京都西東京市柳沢5-5-1
●西武新宿線西武柳沢駅
　南口下車徒歩6分
●通学時間：徒歩・電車/約50分

男子会館共用タイプ

女子会館東仁学生会館

Square 西武柳沢

Domitory
国領

夏期講習会限定宿泊料金
●料金 1日 3,850円（税込）
　料金は契約時、ご利用期間に応じた費用の総額を納入。 
●食事 朝・夕２食提供。（日曜、祝日、お盆期間を除く）
●居室装備 エアコン／机／イス／本棚/電話／ベッド／
　クローゼット／お布団。
●共用設備 食堂/バスルーム/洗面所/トイレ/ランドリールーム。
　玄関オートロック機能付き、24時間セキュリティーサービス。 
　会館によって多少設備が変わる場合があります。

ドーミー東小金井2  男子会館共用タイプ
〒184-0002
東京都小金井市梶野町2-6-30
●R中央線「東小金井」駅
　徒歩約約13分
●通学時間：徒歩・電車/約55分

●食事 朝・夕２食提供。
（日曜・祝日・お盆期間を除く）

●設備 エアコン／冷蔵庫／机／イス／クローゼット／ベッド。
　玄関オートロック機能付き、24時間セキュリティサービス。
　会館によって多少設備が変わる場合があります。

新宿美術学院では全国から集まる夏期講習会受講生のために、学院指定の学生会館・ビジネスホテルなどをご紹介し、予約、受付完了まで
をお手伝いしております。学生会館は設備も充実し、寮長・寮母さんが常駐しており、食事や、セキュリティーなどの管理が行き届き、安心して
勉強に励むことの出来る環境です。また近隣のビジネスホテルもご紹介しておりますのでお気軽にご相談ください。

学生会館　東仁学生会館

ＦＡＸの場合：048-657-8580 郵送の場合：〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-14-2　ena美術 大宮 宿泊係 宛

2023 夏期講習会宿泊予約申込書

夜間講習受講
 ある・なし

利用希望日

申込日　　2023年　    　　月　　　日

ご希望施設に  　
を記入してください。

特にご希望の施設：

学生会館
ビジネスホテル 前期 中期 後期 
ウィークリーマンション

夏期講習会宿泊申込書を
新宿美術学院宿泊係へ
FAX or 郵送 で送る。

宿泊申込書の提出 宿泊希望の確認 満室の場合 宿泊施設から予約確認
宿泊施設
予約完了

1 2 3 4 5
（学生会館利用の場合）確認後入館
パンフレット等書類が郵送されます。

本学院宿泊係がご希望の
日程・施設を確認し、
各施設へ連絡します。

ご希望の施設が満室の時は、
本学院宿泊係よりご相談の
お電話を差し上げます。

●各施設とも希望者の集中が予想されます。ご希望の施設が満室の時は他の施設をご紹介する場合がありますが、ご了承願います。

学生会館　共立メンテナンス

夏期講習会  宿泊予約申込方法　＊宿泊予約をご希望の方は下記の申込用紙にご希望を記入の上、FAX or 郵送 でお送りください。

ena美術 大宮 宿泊係お問い合わせ 受付時間 / 9:00～18：00（月～土）
※新宿・秋葉原・大宮・渋谷・国立とも、宿泊予約の担当は大宮になります。

男子・女子

男子・女子

保護者
氏名

学生
氏名

高校名

19・20　　　  年　     月　      日  生男
・
女

フリガナ フリガナ

住所

〒

℡　　　・　　　　・

℡　　　・　　　　・自宅
携帯電話
本人 保護者

※右記の会館はご紹介している会館の一部です。
　満室の場合は他の会館をご紹介いたします。

※右記の会館はご紹介している会館の一部です。
　満室の場合は他の会館をご紹介いたします。

共用タイプ/

月　　　日　　　→　　　月　　　日  　⇨　　 泊　　日

夏期講習会
受講期間

2023 summer

Residence Tower
Clematis

ドーミー上石神井  女子会館共用タイプ
〒184-0002
東京都練馬区関町南1-9-46
●西部新宿線「上石神井」駅
　徒歩約6分
●通学時間：徒歩・電車約45分

●夏期講習会限定宿泊料金

ワンルームタイプ/ 
１日 5,000円（税込）

１日 7,300円（税込）
※料金は契約時、ご利用に応じた費用の総額を納入。

特典：1泊無料 女子会館をご希望の方は、日程をお知らせください。
確認の上、空いている会館をご紹介いたします。

℡. 03-5309-2811



ビジネスホテル・ウィークリーマンション　

東京ビジネスホテル リフレフォーラム
共立メンテナンス運営研修ホテル
〒136-0072  東京都江東区大島7-37-11

（株）マイステイズ・ホテル・マネジメント
〒160-0022  東京都新宿区新宿6-3-2

●通学時間
　徒歩・電車/約25分。
　地下鉄都営新宿線新宿三丁目より徒歩7分。

●通学時間
　徒歩・電車／約45分
　地下鉄都営新宿線東大島駅より徒歩６分

●料金
　１泊 4,500円（税込）シングル（バス・トイレ共用）
　１泊 5,800円（税込）シングル（バス・トイレ付）

●料金
　１泊 8,910円（税込）～

●支払い方法
　申し込み時にお振込み、又はチェックイン時の
　ご入金でお願い致します。

●設備
　TV／エアコン／洗顔用品など。

●食事
　朝・夕食、別料金にてご利用いただけます。
　（夕食のみ土、日、祝日はお休み）

●支払い方法
　チェックイン時のご入金でお願い致します。

●設備
　机／イス／テレビ／ミニキッチン／冷蔵庫／
　ユニットバス／インターネット接続（LAN形式）など。

●食事
　朝・夕2食付。
（日曜・祝日、お盆期間の食事提供はございません。）

●通学時間
　例①徒歩・電車/約45分（江古田）
　例②徒歩・電車/約35分（巣鴨）

●料金
　○7泊以上の場合
　　１泊 4,000円～（税・水光熱費込）
　○30泊以上の場合
　　１泊 3,500円～（税・水光熱費込）

●支払い方法
　申込時にお振込み、又はチェックイン時の
　ご入金でお願い致します。

●設備
　テレビ/バス・トイレ/キッチン・冷蔵庫/エアコン/.
　机・イス/Wi-Fiなど。

●食事
　食事のサービスはございません。

［東京23区を中心に約103施設】
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●料金 １日／4,000円（税込）
　料金は契約時、ご利用期間に応じた費用の総額を納入。
　入館後のキャンセルに関しては、ご返金出来ません。
●最短契約期間 5泊からとさせていただきます。
●食事 朝食ー370円、夕食ー520円～別料金にて提供。（日曜、お盆期間は除きます。）
●居室設備 エアコン／ユニットバス／ベッド／冷蔵庫／クローゼット／机／椅子／
　ミニキッチンなど。
●共用設備 ランドリールーム／自習室／自販機／デッサン用石膏像など。
●規約 門限23時。（ 高校生の門限は21時です。夜間講習を受講の方はご相談ください。）
　館内規約を厳守の上での宿泊をお願い致します。

学生会館 女子北園女子学生会館 ワンルームタイプ

〒173-0003　東京都板橋区加賀2-6-1
◎JR埼京線十条駅より徒歩10分
◎通学時間：徒歩・電車／約40分

※空室には限りがございますので、お早めにお申し込みください。

夏期限定宿泊料金

お問い合わせ ena美術 宿泊係 ※受付時間 / 9:00～18：00（月～土）

ご希望をご記入の上、

http://www.art-shinbi.com

本学院ホームページから
宿泊予約申込書をダウンロードできます。

○各施設の感染予防対策にご理解とご協力の上、ご宿泊いただきますようお願い申し上げます。

○今後、再度自粛要請がなされた場合は、ご宿泊の受け入れを中止させていただく場合がございます。

FAX / 048-657-8580
にてお送りください。

新 宿 /本校新 宿 /本校

秋葉原 /分校秋葉原 /分校

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-16-6

Tel.03-5309-2811

国 立 /現役校国 立 /現役校 〒186-0002 東京都国立市東1-4 E・A・S・T 1国立1F
Tel.042-577-1117

渋 谷 /現役校渋 谷 /現役校
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-17-16 渋谷ニュープラザビル2F
Tel.03-6419-7281

Fax.03-5309-2671

Fax.03-6419-7282

Fax.042-577-9700

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町4-1 ラウンドクロス秋葉原2F

Tel.03-6206-0861 Fax.03-6206-0862

大宮 /分校大宮 /分校
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-14-2

Tel.048-657-8581 Fax.048-657-8580
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