
 

 

２０２０（令和２）年度 

  外国人留学生日本語別科   

  入学案内/入学試験要項  
 

 

 

春入学（4月入学） 

一期募集 ： 2019年10月11日（金）  ～ 11月 5日（火） 

二期募集 ： 2019年11月11日（月） ～ 12月16日（月） 

三期募集 ： 2020年 1月 6日（月） ～  3月 2日（月） ※国内在住者のみ 

 

秋入学（10月入学） 

一期募集 ： 2020年3月 9日（月） ～ 4月30日（木） 

二期募集 ： 2020年5月 8日（金） ～ 7月 6日（月） 

三期募集 ： 2020年7月13日（月） ～ 8月31日（月） ※国内在住者のみ 

 

 
 

 

個人情報取扱について  

 
出願書類にご記入いただいた個人情報は、入学試験の実施および学籍管

理業務、ならびに個人を特定できない形式による統計処理を行うためにの

み利用し、他のいかなる利用にも供することはありません。 

 出願期間  
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■ 外国人留学生日本語別科について 

「武蔵野大学外国人留学生日本語別科」は、春入学生は 1 年間、秋入学生は 1 年半の教育課程を経て学力や知識を身に着けます。 

「学部受験コース」、「大学院受験コース」では、武蔵野大学をはじめとする日本の大学や大学院への進学を目指す外国人留学生に、「日本

語」をはじめ、その他進学に必要な様々な学力・知識・教養を習得する予備教育を行い、外国人留学生入学試験等への合格を目指します。 

「専門課程進学コース」では、「武蔵野大学別科（介護福祉士養成課程）※」への進学を志す学生を中心に、「日本語」を中心に予備教育を

行い、進学を目指します。 

 

■ アドミッションポリシー 

日本の高等教育機関への進学を目指し、明確な目標意識を持つ、高い勉学意欲を備えた学生を、世界各地から受け入れます。 

 

■ 課程内容 

① 能力別指導 

学生の日本語レベル、学力レベルに応じた授業を行います。 

 

② 授業 

文法、漢字、語彙を習得し、大学生活を送るうえで必要な4技能（テキスト読解力、リスニング力、レポート作成能力、自分の意見を主張

する能力）の習得と大学受験に必要な能力習得のための授業および会話の授業も設けます。 

 

③ 修業年限 

春入学は4月からの1年間、秋入学は10月からの1年半です。ただし、教育上必要だと判断した場合、最長2年を限度に半年単位で学習

期間の延長を認める場合があります。 

 

④ 修了要件 

本学留学生別科に在籍し、すべての科目を履修したうえで修了試験を受け、合格した者に別科修了を認定します。なお、出席日数が不

十分な場合、修了は認められません。 

 

⑤ 修了後の進学 

武蔵野大学の学部、大学院または武蔵野大学別科（介護福祉士養成課程）※に進学するには、本学の入学試験に合格しなければなり

ません。大学院進学は学士の学位を持った学生又はこれと同等と認められる場合に限ります。他大学等への進学の場合も同様です。

武蔵野大学別科（介護福祉士養成課程）への進学は、N2程度の日本語能力が必要です。 

 

 

 

 

 

 

※2020 年 4 月開設予定 
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⑥ 学年暦（予定） 

コース 

春入学（4 月入学） 秋入学（10月入学） 

全日制 半日制 全日制 

学部受験 大学院受験 専門課程 学部受験 大学院受験 

1 年 1.5 年 

入学時 

日本語要件 
N2程度 N3程度 N5程度 

2 

0 

2 

0 

4 別科入学 

 

5 EJU 短期集中 
研究選定 

教授訪問 

中級～中上級 

日本語 

6 EJU 受験 

7-9 弱点克服 

研究計画作成 

10 EJU 短期集中 別科入学 

11 EJU 受験 二次試験 

小論文 

対策 

基礎～上級 

日本語 

12 二次試験対策 

専門日本語 

2 

0 

2 

1 

1 

私大～国公大受験 大学院受験 

2 本学介護別科受験 

3 別科修了 

4 大学入学 大学院入学 本学介護別科入学 

EJU 短期集中 
研究選定 

教授訪問 
5 

 

6 EJU 受験 

7-9 弱点克服 

研究計画作成 

10 EJU 短期集中 

11 EJU 受験 二次試験 

小論文 

対策 12 二次試験対策 

2 

0 

2 

2 

1 

私大～国公大受験 大学院受験 

2 

3 別科修了 

4 大学入学 大学院入学 
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募集時期 
2020 年 春入学（4 月入学）  50 名 

2020 年 秋入学（10 月入学） 40 名 

就学場所 
武蔵野大学 武蔵野キャンパス 

〒202-8585 東京都西東京市新町１－１－20 

出願資格 
下記①～⑤のすべての条件を満たす者。 

① 日本国籍を有しないこと。 

② 別科入学までに、18歳に達する者。 

③ 【学部受験コース】 外国において学校教育における12年以上の課程を修了並びに高校相当学歴を取得した者、ま

たは修了見込の者。その他本学において、同等以上の資格を有すると認定された者。 

【大学院受験コース】 外国において学校教育における16年以上の課程を修了並びに学士（専門士）学位を取得し

た者、または修了見込の者。その他本学において、同等以上の資格を有すると認定された者。 

【専門課程進学コース】 外国において学校教育における12年以上の課程を修了並びに高校相当学歴を取得した

者、または修了見込の者。その他本学において、同等以上の資格を有すると認定された者。 

④ 原則として入学後「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得できる者。 

⑤ 入学時点において原則として、必要な日本語能力を有するもの： 

【学部受験コース・大学院受験コース】 ※全日制 

春入学（4月入学） 1年課程：  Ｎ２程度 

秋入学（10月入学） 1.5年課程： Ｎ５程度 

【専門課程進学コース】 ※半日制 

春入学（4月入学） 1年課程：  Ｎ３程度 

日本語能力の判定については、本学現地事務局（P.12 問い合わせ先参照）に問い合わせください。 

※本学別科に合格し、在留資格「留学」の取得または更新手続きの可否について、少しでも疑問がある場合は、出願に

際し本学現地事務局にお問い合わせください。 

※過去、日本において日本語教育機関（日本語学校および職業訓練など）で 1 年を超えて在籍した者は、出願に際し本

学現地事務局にお問い合わせください。 

※提出された出願書類に基づき、出願資格の有無を審査します。審査の結果、出願資格がないと認められた場合に

は、出願書類一式及び入学検定料を返還します。但し、入学検定料返還に伴う手数料は出願者負担となります。 

※大学院受験コースについては、外国の大学等において修業年限が3年以上（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修す

る修士課程への入学については5年）の課程を修了した者も認める。 

※中国の大専、フィリピンの大学学部等、学歴年が不足する場合でも、一部の日本の修士課程では入学可能な場合が

あるため、出願に際し本学現地事務局にお問い合わせください。 

※個別の資格審査、選考により本学が特に人物・学業ともに優秀と認めた場合、②及び③はその限りではない。 

※在留資格「留学」により本別科に在籍できる期間は通常最長 2年間です。2年以上の在籍する事は認められませんの

でご注意ください。 
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募集日程 【2020年 春入学（4月入学）募集】 

一期募集 

出願開始 2019年10月11日（金） 

出願締切 
2019年11月5日（火） 

※郵便事情に関わらず必着 

二期募集 

出願開始 2019年11月11日（月） 

出願締切 
2019年12月16日（月） 

※郵便事情に関わらず必着 

三期募集 

（国内在住者のみ） 

出願開始 2020年1月6日（月） 

出願締切 
2020年 3月2日（月） 

※郵便事情に関わらず必着 

選抜試験（筆記） 出願締切後に個別に通知する 

合否発表 合否判定後に個別に通知する 

入学手続期間 合格通知書発送時に個別に通知する 

【2020年 秋入学（10月入学）募集】 

一期募集 

出願開始 2020年3月9日（月） 

出願締切 
2020年4月30日（木） 

※郵便事情に関わらず必着 

二期募集 

出願開始 2020年5月8日（金） 

出願締切 
2020年7月6日（月） 

※郵便事情に関わらず必着 

三期募集 

（国内在住者のみ） 

出願開始 2020年7月13日（月） 

出願締切 
2020年8月31日（月） 

※郵便事情に関わらず必着 

選抜試験（筆記） 出願締切後に個別に通知する 

合否発表 合否判定後に個別に通知する 

入学手続期間 合格通知書発送時に個別に通知する 

  
 

選考方法 提出された書類に基づき面談を行い、総合評価により合否を判定します。面談では、勉学の意志や熱意、将来の計画

性、また経費支弁能力などを試問します。尚、「学部受験コース」志願者には、最終学歴段階の成績※により、選抜試験

（筆記）を課す場合があります。 

 

※「最終学歴段階の成績」とは、出身高校等の成績、出身国・地域の大学進学統一試験（高考、HKDSE、学測等）の成

績等を指します。 

※選抜試験（筆記）例） 文系： 文系数学 / 理系： 理系数学、理科（物理・化学・生物中1科目選択） 
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出願手続 Ａ） 出願方法 

「入学志願書」（書式Ａ）およびその他所定の提出書類に必要事項を記載して出願してください。 

所定の提出書類およびP.6「出願書類」に記載の証明書等を本学現地事務局へ直接提出、もしくは郵送してください。 

※出願書類受付期間最終日必着とします。入学検定料が期間内に振込まれていても、出願書類一式が受付期間最終

日までに提出されない場合は出願を受理しません。 

※出願受付期間後に到着した出願書類については、郵便事情の不具合等いかなる理由でも受付けません。 

 

 

Ｂ） 出願費用 

入学検定料 25,000円 

※振込手数料等は負担してください。着金額に不足がある場合は、別途請求します。 

 

< 振込先口座 > 

下記の本学所定の入金口座にお振込みください。 

 銀行名/支店名：  MIZUHO BANK, LTD. HAMAMATSUCHO BRANCH 

 銀行支店住所：  2-4-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-6101, Japan 

 受取人名義：   MUSASHINO DAIGAKU GAIKOKUJIN RYUGAKUSEI BEKKA 

 受取人住所：   1-6-5, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0012 

 口座種/番号：   普通 1679946  

 SWIFTコード：   MHCBJPJT 

 

 

< 書類送付先 > 

 

中国 大陸 ： 武藏野大学 外国人留学生日本语别科 招生办公室（上海） 

     上海市漕溪北路88号圣爱大厦1912A室 TEL：+86-21-5204-9715 

香     港 ： 武藏野大學 外國人留學生日本語別科 招生辦公室（香港） 

     香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

台     湾 ： 武藏野大學 外國人留學生日本語別科 招生辦公室（臺湾） 

     臺北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL：+886-2-23930220 

マレーシア ： Musashino University 

     Japanese Language Program for International Students Admissions Office (Malaysia) 

     Level 1, Block D'Aman Ria, No 3, Ara Jaya, Jalan PJU 1a/41, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor  

     TEL：+60-16-643-1077 

フィリピン ： Musashino University 

     Japanese Language Program for International Students Admissions Office (Philippines) 

     Unit 3E Osmena Building 1991 A. Mabini St. Brgy. 701, Malate, City of Manila  TEL：+63-2-247-3023 

日     本 ： 武蔵野大学 外国人留学生日本語別科 募集事務局（東京） 

     東京都港区芝大門1-6-5 TEL：+81-3-5776-7228 

 

C） 注意事項 

郵送上のトラブルで書類の未着や遅配が発生した場合でも、本学では一切責任を負いませんのでご了承ください。 
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出願書類 表右欄 ： ○該当者全員提出必須  △取得している場合は提出 

※原則、日本語または英語以外の言語による書類には日本語または英語翻訳が必須です。翻訳日、翻訳者名、法人

名を記載し、署名/押印を必ずしてください。 

提出書類 特記事項 

提出 

出願時 
入学 

手続時 

① 入学志願書(書式Ａ） 

志願者本人が作成し、規定サイズの証明写真を

送付（3 ヶ月以内に撮影したもの) 

【志望理由】志望動機、進路を含むもの 

日本語400字程度または英語200ワード程度 

※日本語・英語以外は日本語訳必須 

○  

② 
当該国における最終出身学校が発行した 

卒業証明書または卒業見込証明書の原本 

卒業証明書の代わりに卒業証書の原本とコピー

を提出でも可（原本は確認後返却） ○  

日本語または英語の翻訳文書提出 

③ 
当該国における最終出身学校が発行した 

成績証明書の原本 

在学中に修得した全ての成績が記載されたもの 
○  

日本語または英語の翻訳文書提出 

④ 日本語能力又は学習経歴を証明する書類 

原本とコピーを提出。（原本は確認後、返却） 

○  

※N2 程度例 

・「日本語能力試験 N2 以上」 

・「J.TEST 実用日本語検定 Ｃ級以上」、 

・「J-CAT成績表 201点以上」 等 

※N5 程度例 

・「日本語能力試験 N5 以上」 

・「J.TEST 実用日本語検定 F級以上」、 

・「J-CAT成績表 50 点以上」 等 

⑤ 「日本留学試験」成績通知書 
「日本留学試験」を受験した者は、成績通知書の

原本とコピーを提出（原本は確認後、返却） 
△  

⑥ 
【学部受験コース】 

大学進学統一試験等の成績 

出身国地域の大学進学統一試験等を受験した

者は、成績通知書の原本とコピーを提出（原本

は確認後、返却） 

△  

⑦ パスポート（写） 
氏名・顔写真表記のページ、出入国スタンプ、 

ビザ等のページ全てのコピーを提出 
△ ○ 

⑧ 大学代理申請願出届（書式 C） 
在留資格認定（ビザ取得）申請に係る 

大学への代理申請に当たっての誓約書 
 ○ 

⑨ 在留資格認定証明書交付申請に必要な書類 
P.8「在留資格認定証明書交付申請書類」の 

該当書類を提出 

 ○ 

⑩ 健康診断書（書式 B） 出願前 3 カ月以内に発行されたもの  ○ 

＜注意事項＞ 

・出願書類の内、直筆によるものは、黒のボールペンを使用し、丁寧に記入すること。 

・返却を明記していない提出書類は、返却できないため、あらかじめ全てコピーをとっておくこと。 

・判子は、シャチハタなどのゴム印は不可。 

・学歴、日本語学習歴、国籍、その他出願書類について、後日虚偽の事実が発見された場合は、合格し入学手続を完

了していても、入学を取り消す。 
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合否発表 志願者本人宛に合格発表日当日、審査結果通知書を郵便に送付します。また、合格者には合格通知書とともに入学手

続に必要な書類一式も同封します。 

 

入学手続 Ａ） 入学手続方法 

入学手続時納入金を納入後、入学手続書類を現地事務局へ提出してください。 

 

< 振込先口座 > 

下記の本学所定の入金口座にお振込ください。 

 銀行名/支店名：  MIZUHO BANK, LTD. HAMAMATSUCHO BRANCH 

 銀行支店住所：  2-4-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-6101, Japan 

 受取人名義：   MUSASHINO DAIGAKU GAIKOKUJIN RYUGAKUSEI BEKKA 

 受取人住所：   1-6-5, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0012 

 口座種/番号：   普通 1679946  

 SWIFTコード：   MHCBJPJT 

 

< 書類送付先 > 

中国 大陸 ： 武藏野大学 外国人留学生日本语别科 招生办公室（上海） 

     上海市漕溪北路88号圣爱大厦1912A室 TEL：+86-21-5204-9715 

香     港 ： 武藏野大學 外國人留學生日本語別科 招生辦公室（香港） 

     香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

台     湾 ： 武藏野大學 外國人留學生日本語別科 招生辦公室（臺湾） 

     臺北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL：+886-2-23930220 

マレーシア ： Musashino University 

     Japanese Language Program for International Students Admissions Office (Malaysia) 

     Level 1, Block D'Aman Ria, No 3, Ara Jaya, Jalan PJU 1a/41, Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor  

     TEL：+60-16-643-1077 

フィリピン ： Musashino University 

     Japanese Language Program for International Students Admissions Office (Philippines) 

     Unit 3E Osmena Building 1991 A. Mabini St. Brgy. 701, Malate, City of Manila  TEL：+63-2-247-3023 

日     本 ： 武蔵野大学 外国人留学生日本語別科 募集事務局（東京） 

     東京都港区芝大門1-6-5 TEL：+81-3-5776-7228 

 

 

Ｂ） 入学手続期間 

合否発表時に個別に通知します。 

 

C） 注意事項 

・入学手続時納入金額については後述する「学費および諸費」を参照ください。 

・入学手続期間を過ぎると入学手続はできません。また、入学手続期間内に入学手続時納入金の納入がない場合は入

学の意志がないものとして合格を取り消します。 

・一度受理した手続書類および入学手続時納入金（銀行手数料等諸費を含む）は返還できません。 

・提出された入学手続書類について記載事項に虚偽の事実が発見された場合、入学を取り消します。 

・郵送上のトラブルで書類の未着や遅配が発生した場合でも、本学では一切責任を負いませんのでご了承ください。 
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在留資格
認定証明
書交付申
請書類 

※原則、日本語以外の言語による書類には日本語翻訳が必須です。翻訳日、翻訳者名、法人名を記載し、署名/押印

を必ずしてください。 

 

① 大学代理申請願出書（本学所定用紙） 

※大学代理申請を願い出る場合のみ提出。志願者本人が作成し、署名/記名押印をしてください。 

② 志願者本人に関する書類 

提出書類 留意事項 

在留資格認定証明書交付申請書 

（出入国在留管理庁所定用紙） 

志願者本人が作成し、規定サイズの証明写真を送

付（3ヶ月以内に撮影したもの) 

履歴書（所定書式） 志願者本人が作成 

入学許可書（原本） 入学手続完了後、本学が発行 

※提出書類はすべて日本語訳を付けること。 

③ 経費支弁を立証する書類 

誰が経費支弁をするかにより⒜～⒟に分かれています。 

 

(a) 志願者本人が経費支弁をする場合 

提出書類 留意事項 

志願者本人名義の預・貯金残高証明書（原本） 
該当口座の残高証明および通帳コピー 

（カラーコピーが望ましい）。 

志願者本人の年間収入を証明する書類（原本） 

過去3年間の収入証明書および納税証明書。 

※志願者本人が中国籍の場合は会社発行のもので

可。 

志願者本人の職業に関する証明書（原本） 

在職証明書原本。 

※志願者本人が中国籍の場合は在職証明書原本と

公証書。 

※提出書類はすべて日本語訳を付けること。 

 

(b) 母国の親族等が経費支弁をする場合 

提出書類 留意事項 

経費支弁書（出入国在留管理庁所定用紙） 経費支弁者本人が記入し、署名。 

経費支弁者本人名義の預・貯金残高証明書（原本） 該当口座の残高証明および通帳コピー 

経費支弁者本人名義の年間収入を証明する書類（原本） 

過去3年間の収入証明書および納税証明書。 

※経費支弁者が中国籍の場合は会社発行のもので

可。 

経費支弁者の職業に関する証明書（原本） 

在職証明書原本。 

※経費支弁者が中国籍の場合は在職証明書原本と

公証書。 

経費支弁者との親族関係を立証する書類（原本） 
戸籍抄本等。志願者本人が中国籍の場合は、公証

書および戸簿コピー（カラーコピーが望ましい）。 

※提出書類はすべて日本語訳を付けること。 
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(c) 母国以外に居住（海外居住）する親族等が経費支弁をする場合 

提出書類 留意事項 

経費支弁書（出入国在留管理庁所定用紙） 経費支弁者本人が記入し、署名。 

経費支弁者本人名義の預・貯金残高証明書（原本） 該当口座の残高証明および通帳コピー 

経費支弁者本人名義の年間収入を証明する書類（原本） 

過去3年間の収入証明書および納税証明書。 

※経費支弁者が中国籍の場合は会社発行のもので

可。 

経費支弁者の職業に関する証明書（原本） 

在職証明書原本。 

※経費支弁者が中国籍の場合は在職証明書原本と

公証書。 

経費支弁者の居住事実を立証する書類  

海外居住者との関係を立証する書類 
戸籍抄本等。志願者本人が中国籍の場合は、公証

書および戸簿コピー（カラーコピーが望ましい）。 

※提出書類はすべて日本語訳を付けること。 

 

(d) 日本国内に住んでいる本人以外の者が経費支弁をする場合 

提出書類 留意事項 

経費支弁書（出入国在留管理庁所定用紙） 経費支弁者本人が記入し、署名。 

経費支弁者本人の所得金額を立証する書類 

① 預・貯金残高証明書（原本）または預金通帳コピ

ー（どちらでも可）。 

② 住民税課税証明書（原本）または収入証明書（原

本）および納税証明書（原本）。 

※収入証明書・納税証明書は1年分。収入証明書と

納税証明書が併記されているもの可。 

※①と②は両方提出。 

経費支弁者と志願者本人の関係を立証する書類 

志願者が中国籍の方で、本人の親族が日本在住で

経費を支弁する場合、公証書とその日本語訳を提

出。 

親族でない別の日本人が経費を支弁する場合、志

願者本人との関係を立証する書類は不要。 

ただし、経費支弁を引き受ける理由書を提出。 

経費支弁者本人の住民票（写し） 同一世帯に属する者全員が記載されているもの。 

経費支弁者本人の職業に関する証明書（原本） 

勤務先が発行する在職証明書（原本）。 

自営業の場合は確定申告書（本人控）のコピー。会

社経営者・会社役員の場合は法人登録簿謄本。 

※日本語以外の言語による書類の場合、日本語訳を付けること。 

 

＜注意事項＞ 

・大学代理申請をすることができる在留資格は「留学」に限る。 

・すべての証明書は出願前6カ月以内に発行されたものであることを確認すること。 

・提出書類は 2019年10月現在のものであり、変更される場合があります。 

・提出できない書類は、理由書を提出すること。 

・必要に応じて大学が資料（証明書）の提出を求めることがあります。 
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「在留資

格認定証

明書」申

請手続・

入国手続

の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学許可

書の発行 

入学手続完了後、本学が「入学許可書」を発行します。 

 

入学辞退 入学手続完了後の入学辞退者に対する入学手続時納入金の返還は原則できません。 

在留資格認定証明書が交付されなかった等、やむをえない事情により入学を辞退される場合は、在留資格認定証明書

交付前に限り、入学金を除く学費等を返還します。手順ならびに書類の不備がある場合は受け付けできません。 
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学費およ

び諸費 

2020年 春入学（4月入学） 

【学部受験コース・大学院受験コース】 ※全日制 

入学金 200,000円 

授業料 1年課程： 1,000,000円（2020年前期 500,000円、2020年後期 500,000円） 

保険料 1年課程： 14,000円 

納入金合計 1年課程： 1,214,000円（入学手続時納入金合計 714,000円） 

備考 その他、教材費等が必要となります。詳細は入学手続き時に案内します。 

2020年 秋入学（10月入学） 

【学部受験コース・大学院受験コース】 ※全日制 

入学金 200,000円 

授業料 
1.5年課程： 1,500,000円（2020年後期 500,000円、 

                2021年前期 500,000円、2021年後期 500,000円） 

保険料 21,000円 

納入金合計 1,721,000円（入学手続時納入金合計 721,000円） 

備考 その他、教材費等が必要となります。詳細は入学手続き時に案内します。 

2020年 春入学（4月入学） 

【専門課程進学コース】 ※半日制 

入学金 200,000円 

授業料 
1年課程： 500,000円 （2020年1学期 125,000円、2020年2学期 125,000円、 

         2020年3学期 125,000円、2020年4学期 125,000円） 

保険料 1年課程： 14,000円 

納入金合計 1年課程： 714,000円（入学手続時納入金合計 339,000円） 

備考 その他、教材費等が必要となります。詳細は入学手続き時に案内します。 

 

※保険料は変更する場合があります。 

生活費に

ついて 

日本での生活については学費を除き、住宅費、食費その他の費用で月々およそ100,000円前後が必要であると想定

されます。充分な生活費を確保できるようにしておいてください。両親や保証人とよく相談し、留学前に資金準備をし

ておくことが必要です。 

住居につ

いて 

希望する場合は、本学別科が提携寮を準備します。入居時に 20万円、家賃は月々7～8 万円です。 

※相部屋で、自炊型です。 

問い合わ

せ先 

< 現地事務局 > 

中国 大陸 ： 上海市漕溪北路88号圣爱大厦1912A室 TEL：+86-21-5204-9715  

香     港 ： 香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場 605室 TEL：+852-3153-1433 

台     湾 ： 臺北市中正區羅斯福路1段10號3樓 TEL：+886-2-23930220 

マレーシア ： Level 1, Block D'Aman Ria, No 3, Ara Jaya, Jalan PJU 1a/41,  

Ara Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor  TEL：+60-16-643-1077 

フィリピン  ： Unit 3E Osmena Building 1991 A. Mabini St. Brgy. 701, Malate, City of Manila  TEL：+63-2-247-3023 

日     本 ： 東京都港区芝大門1-6-5 TEL：+81-3-5776-7228 
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