
2022 年 12 月 (2023 年 3 月更新) 
 

湘南藤沢キャンパス（SFC）周辺の学生寮 入寮募集要項 
 

慶應義塾は、地方および海外からの学生へのより積極的な入学支援、学生生活支援のため、学
生寮の充実をはかっています。SFC 周辺には２つの大学専用寮があります。入居を希望する場
合は、以下の要領にしたがって応募してください。ただし、部屋数に限りがあるため、希望者
全員が希望する宿舎に入居できるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。 
 
★SFC 周辺以外の学生寮については、申し込み方法・申請期間が異なりますので、下記の Web
サイトをご確認ください。 
https://www.keio.ac.jp/ja/student-life/housing.html 
 
★在留資格「留学」の留学生用宿舎については下記の Web サイトをご覧ください。 
https://www.students.keio.ac.jp/en/sfc/life/SFC-dormitories.html 
 
 
１． 応募資格： ・慶應義塾大学に在籍中の在学生、もしくは慶應義塾大学へ進学を 

決定した方。 
 
２． 応募期間：  

 

【第一期募集】 
在学生および 
新入生（総合型選抜（AO 入試）・帰国生入試・慶
應義塾ニューヨーク学院卒業生） 

【第二期募集】 
在学生（第一期に応募済の者を除く）および 
新入生（一般選抜・慶應義塾一貫教育校卒業生等（ニ
ューヨーク学院を除く））、大学院新入生 

募集期間 
2022年 12月 16日（金）AM9:00 

～12月 19日（月）PM3:00 
2023年 2月 28日（火）AM9:00 

～3月 2日（木）PM3:00 

※ネットワークの不具合などによるデータ送信の遅れ、アクセスが一時に集中したためにデータの
送信が時間中にできない場合でも応募締め切り期限は変更できません。 

★上記募集期間に申し込みができなかった方は、2023 年 3 月 3 日（金）以降、以下の学生寮運営会社に

直接お問合せください。空室がある場合は先着順での受付、定員となり次第、終了となります。 
 <西松地所㈱横浜支店（西松建設㈱グループ）> 
  Tel ： 0120-533-669 
  Email：njisho-dormitory.web@n-jisho.co.jp 
  営業時間 8：30 ～17：30（土日・祝日・GW・夏期休暇・年末年始は除く） 

 
３． 募集宿舎： 今回募集する宿舎は以下のとおりです。 
        ・Ηヴィレッジ パプリカ・ハウス（ユニット室） 
        ・Ηヴィレッジ パプリカ・ハウス（１人室） 
        ・Ηヴィレッジ ターメリック・ハウス（ユニット室） 
        ・Ηヴィレッジ ターメリック・ハウス（１人室） 
        ・Ηヴィレッジ ローズマリー・ハウス（ユニット室） 
        ・Ηヴィレッジ ローズマリー・ハウス（１人室） 
        ・Ηヴィレッジ バジル・ハウス（ユニット室） 
        ・Ηヴィレッジ バジル・ハウス（１人室） 
         →詳細案内：https://h-village.sfc.keio.ac.jp/ 
 
        ・湘南藤沢国際学生寮 
         →詳細案内：https://www.n-jisho.co.jp/shonanfujisawa/ 
 

https://www.keio.ac.jp/ja/student-life/housing.html
https://www.students.keio.ac.jp/en/sfc/life/SFC-dormitories.html
https://h-village.sfc.keio.ac.jp/
https://www.n-jisho.co.jp/shonanfujisawa/


★必ず以下の各寮・棟・部屋タイプとご利用料金を確認のうえ希望する宿舎を選んでください。 
【各寮・棟・部屋タイプ】 

 
★H ヴィレッジの居住棟の各階には共有部（シェアキッチン、ランドリー、ラウンジ、コミュ
ニケーションスペース）があります（ターメリックハウス B１F を除く）。 
★Ηヴィレッジの居室レイアウトは＜こちら＞からご確認ください。 
 
（※１）Ηヴィレッジのユニット内は同性のみです。また、各ハウスの各階には共有部（シェ
アキッチン、ランドリー、ラウンジ、コミュニケーションスペース）があります（ターメリッ
クハウス B１F を除く）。 
 
（※２）Ηヴィレッジは各棟に５人ユニット内の車椅子対応個室（トイレ・シャワー・洗面付）
が１室ずつあります。 
    ・車椅子対応個室の利用料金はユニット室と同額です。 
    ・車椅子対応個室の入居を希望する場合は、ユニット室を選択のうえ、申し込みフォ

ームの「考慮事項」にその旨入力してください。 
    ・車椅子利用者がいない場合、車椅子を利用しない方の入居が可能です。ただし、後

から車椅子利用者からの入居希望があった場合、契約期間内であっても個室の移動
や途中退去いただく等、利用する上で制限がありますので、それをご了承のうえ申
し込んでください。ご不明な点等ありましたら西松地所㈱横浜支店（西松建設㈱グ
ループ） Tel ： 0120-533-669 にお問い合わせください。 

 

学生寮名 タイプ フロア配置 居室面積 備考
ユニット室
（※１）

3~4F　女性
B1~2F　男性

ユニット：82.62㎡
個室：8.38㎡

ユニット内
車椅子対応部屋

（※２）
1F　男性

ユニット：86.93㎡
車椅子室：20.55㎡
他個室：8.38㎡

1人室 B1F　男性 16.22㎡
ユニット室
（※１）

B1~3F　女性
ユニット：82.62㎡
個室：8.38㎡

ユニット内
車椅子対応部屋

（※２）
1F　女性

ユニット：86.93㎡
車椅子室：20.55㎡
他個室：8.38㎡

1人室 B1F　女性 16.22㎡

ユニット室
（※１）

1~4F　男女混合
ユニット：82.62㎡
個室：8.38㎡

ユニット内
車椅子対応部屋

（※２）

1F　男性/女性
　　　（必要に応じて対応）

ユニット：86.93㎡
車椅子室：20.55㎡
他個室：8.38㎡

1人室 1F　男女混合 16.22㎡
ユニット室
（※１）

1~4F　男性
ユニット：82.62㎡
個室：8.38㎡

ユニット内
車椅子対応部屋

（※２）
1F　男性

ユニット：86.93㎡
車椅子室：20.55㎡
他個室：8.38㎡

1人室 1F　男性 16.22㎡
湘南藤沢国際学生寮

[男女混在（フロア別）]
1人室

3~4F　女性
1~2F　男性

14.47~14.72㎡ ・１Fに共用キッチンあり

Ηヴィレッジ　パプリカ・ハウス
[男女混住（フロア別）]

Ηヴィレッジ　ターメリック・ハウス
[女性専用]

Ηヴィレッジ　ローズマリー・ハウス
[男女混住（フロア混合）]

Ηヴィレッジ　バジル・ハウス
[男性専用]

・B１Fのみ、共用部（シェアキッチ
ン、ランドリー、ラウンジ、コミュニ
ケーションスペース）なし。B1F入居者
は1Fの共用部を使用すること。
・B1Fにパプリカとターメリック専用の
スーツケース置き場設置。

・ランドリールームは隔階で男性専用/
女性専用に設定。居室フロアが異性専用
の場合は、上下階の同性専用ランドリー
ルームを使用すること。

・B1Fにローズマリーとバジル専用の
スーツケース置き場設置。

https://www.students.keio.ac.jp/sfc/life/files/HVillage_layout.pdf


【ご利用料金（単位：円）】 
 

 
 
（※３）保証金は契約終了後、原状回復費用（湘南藤沢国際学生寮はルームクリーニング費用 

として税別 35,000 円が必要）を精算し返金します。居室または備品に通常の使 
用以外による汚損、破損、紛失等があった場合には追加費用をお支払いいただきます。 

（※４）月曜日～日曜日の朝夕ご提供です。（夏季・年末年始の休業日除く） 
（※５）月曜日～金曜日の朝夕ご提供です。（祝日、夏季・年末年始の休業日除く） 
 
 
４． 入寮日時： 

SFC周辺学生寮の入居日は、以下の日程から選択してください。 

Ηヴィレッジ 

2023年 3 月 25 日（土）、26 日（日）、27 日（月）、28日（火）、

29 日（水）、30 日（木） 

※2023 年 3 月 31 日（金）11 時～ Ηヴィレッジ オープニン
グセレモニー（全員参加）を行います。 

湘南藤沢国際学生寮 2023年 3 月 30 日（木）、31 日（金） 

 
＊午前、午後の計 2 回チェックイン時間を設ける予定です。詳細は決まり次第、割当が
確定した方にお知らせします。 

＊決められた期間以外の入寮は認められません。 
 
 
５． 退寮期限日： 

入寮申し込み時に希望期間の項目で「1年、2年、３年、4年」が選択できます。 
＊各年度の退寮期限日程は各年の２月 28 日です。 
＊途中解約について： 
 ・退寮日の 2 ヶ月前までに「退寮届」を提出し、退寮の申し出をしてください。 
 ・既納の年間管理費等の返金はありません。 
＊契約期間を更新することは可能です。契約更新時に年間管理費および、湘南藤沢国際
学生寮の場合は更新年数に応じた入寮費相当額をお支払いいただきます。 

  

入寮費
保証金
（※３）

年間管理費 更新料 寮費 食事料金 電気料金 水道料金 インターネット使用料

Ηヴィレッジ
（ユニット室、車椅子個室含む）

78,300

Ηヴィレッジ（1人室） 88,300

湘南藤沢国際学生寮

1年：90,000
2年：150,000
3年：200,000
4年：240,000

50,000 222,000
更新年数に
応じた入寮
費相当額

59,000

個別精算（※５）
（喫食数による）

朝300
夕500

4,950 3,850 1,650

1,650

学生寮名
入学前に必要な費用 毎年の費用 毎月の費用

寮費に含む（※４）ー 246,00050,000 0 4,950 3,850



６． 応募方法： オンラインで申し込んでいただきます。 
 
(1) URL をクリックし、メールアドレスを登録してください。 

★追加・個別申込のURLについては、直接以下にお問合せください。  
<西松地所㈱横浜支店（西松建設㈱グループ）> 

  Tel ： 0120-533-669 
  Email：njisho-dormitory.web@n-jisho.co.jp 
  営業時間 8：30 ～17：30（土日・祝日・GW・夏期休暇・年末年始は除く） 

 

 

 

 

 

 

(2) 登録したメールアドレス宛てに、確認メールが送信されます。 

(3) 確認メール内 URL をクリックし、引き続き申し込みを行ってください。（URL の有効期
限はメールアドレス登録後 24 時間です。） 

   

(4) フォームを入力後、申し込むをクリックしてください。 

(5) 申し込み後、登録したメールアドレス宛に、確認メールが送信されます。 

 

 

部屋数や運用方針等により、ご希望に

お応えすることが難しい場合がありま

すことを予めご了承ください。 



【応募時の注意事項】 
＊応募は一人につき一学期一回限りにしてください。 
＊申込時に学籍番号が分からない場合は、「学籍番号／受験番号」には受験番号を入力し
てください。 

＊一度申し込んだ後に申込内容に変更が生じた場合は、氏名と変更内容を明記のうえ、 
[sfc-housing@adst.keio.ac.jp]宛にメールで連絡してください。 
＊希望宿舎が既に満室の場合は別の宿舎に割当を行いますので予めご了承ください。 
 
 

７． 応募結果発表： 

 

【第一期募集】 
在学生および 
新入生（総合型選抜（AO 入試）・
帰国生入試・慶應義塾ニューヨ
ーク学院卒業生） 

【第二期募集】 
在学生（第一期に応募済の者を除
く）および 
新入生（一般選抜・慶應義塾一貫教
育校卒業生等（ニューヨーク学院
を除く））、大学院新入生 

結果発表 2022年 12月 26日（月） 2023年 3月 9日（木） 
＊宿舎の割当結果は上記発表日に、応募者全員に申し込み時に登録されたメールアドレス宛  
にメールで通知します。発表日中にメールが届かない場合は、翌日以降 SFC 学生生活担当  
[sfc-housing@adst.keio.ac.jp]までご連絡ください。 

 
 
８． 割当発表後の手続き： 

宿舎の割当が確定した入寮予定者には、寮の管理会社である西松地所株式会社から契約手
続きについて個別に連絡させていただきますので、その指示に従ってください。 
 
  

９． その他注意事項： 
・湘南藤沢キャンパス所属の学生も日吉・三田キャンパス周辺の学生寮に申し込むことができ
ますが、湘南藤沢キャンパス（SFC）周辺の学生寮との併願はできません。 

・応募者多数の場合は、抽選を行います。 
・万が一抽選に漏れた場合は、申し込み時に「申し込み内容を大学が提携している学生寮の運
営会社に共有し、運営会社から直接推薦学生寮の紹介を受けることに同意する」にチェック
が入っている場合のみ、運営会社から直接推薦学生寮のご案内をいたします。 

・H ヴィレッジは入寮前の寮の下見はできません。各宿舎の Web サイトで写真やイメージ図を
確認してください。 
湘南藤沢国際学生寮は事前に運営会社に見学予約をしてください。 

・部屋の割り当ては SFC 学生生活担当で行いますので、部屋の位置の希望には添えません。 
また、割り当てられた宿舎/部屋タイプの変更はできません。部屋番号は、入居日に現地でお
知らせします。 

・宿舎入寮申請をキャンセルする場合は【結果発表日の３営業日前】までに SFC 学生生活担当
[sfc-housing@adst.keio.ac.jp]にご連絡ください。 

・キャンセルした後で、もう一度申し込むことはできません。 
 
・割当確定後のキャンセルについて：  
 ＜H ヴィレッジ＞契約締結後のキャンセルは違約金が発生致します。 
         そのため初回手続費用入金後は既払いの年間管理費は返戻できません。 

契約書類受領後の入金前キャンセルに関しては違約金として 200,000 円が 
かかります。 



＜湘南藤沢国際学生寮＞契約締結後のキャンセルは違約金が発生致します。 
              そのため初回手続費用入金後は既払いの入寮費、年間管理費は返戻で 

きません。契約書類受領後の入金前キャンセルに関しては違約金とし 
て 200,000 円がかかります。 

 
 
１０． その他のご案内： 
 
Ηヴィレッジユニットリーダー 
Ηヴィレッジはユニットリーダーなどの仕組みで、学生の声を取り入れ た寮運営を目指し  
ています。H ヴィレッジの一期生と して、皆さんも新たな SFC の礎を築いてください。 
詳細は＜こちら＞の募集要項をご確認ください。 

 
 
Ηヴィレッジ奨学金（学部生対象） 
Ηヴィレッジには住んでみたいけれども費用が心配...という方 には、Ηヴィレッジ専用の奨  
学金制度があります。 
詳細は＜こちら＞の募集要項をご確認ください。 

 
 
 
申し込みに関する問合せ先：    慶應義塾大学湘南藤沢事務室学生生活担当 

           E-MAIL: sfc-housing@adst.keio.ac.jp 

https://www.students.keio.ac.jp/sfc/life/files/UnitLeader.pdf
https://www.students.keio.ac.jp/sfc/life/files/HVillageScholarship.pdf
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