
2023年度 下宿一覧〈上ヶ原キャンパス〉
2023年1月

【男子学生】

炊事 トイレ 風呂 電気代 ガス代 水道代 その他

K-03A 上ヶ原三番町 4分 ワンルーム 9～14畳 専用 共用 専用 専用 不要 29,000～49,000円 実費 実費 2,000円 3,000円 17室 あり

T-17A 上ヶ原二番町 7分 学生アパート 7.5畳 共用 共用 共用 不要 29,000円 - - - 3,000円 17室 あり

T-01A 上ヶ原七番町 7分 学生アパート 6～8畳 共用 共用 共用 2ヶ月分 26,000～35,000円 実費 1,000円 人数割 3,000円 10室 あり

T-01B 上ヶ原五番町 7分 学生アパート 6～8畳 共用 共用 共用 2ヶ月分 26,000～35,000円 実費 1,000円 人数割 3,500円 27室 あり

T-25 上ヶ原山手町 5分 学生アパート 5.5～8畳 共用 共用 共用 家賃2ヶ月分 16,000～20,000円 実費 4,000円 11室 あり

O-05 上ヶ原七番町 10分 貸間 6～7畳 共用 共用 共用 不要 20,000～26,000円
実費(個室)

＋人数割
人数割 人数割 500円 17室 あり

M-01A 上ヶ原山手町 10分 学生アパート 6畳 共用 共用 共用 不要 16,000円 実費 実費 実費 2,000円 10室 あり

M-01B 上ヶ原山手町 10分 学生アパート 6畳 共用 共用 共用 不要 16,000～18,000円 実費 実費 実費 2,000円 15室 あり

K-06A 仁川百合野町 5分 ワンルーム 10畳 専用 専用 専用 不要 36,000円 - - - - 10室 あり

K-06B 仁川百合野町 5分 ワンルーム 1DK 10～12.5畳 専用 専用 専用 不要 30,000～36,000円 - - - - 10室 あり

K-04 仁川百合野町 5分 ワンルーム マンション 8畳 専用 専用 専用 0～120,000円 30,000～36,000円 実費 実費 実費 4,000円 12室 あり

宝塚エリア T-33 宝塚市川面 電車10分+徒歩20分 文化住宅アパート 4.5畳 +6畳 専用 専用 専用 不要 40,000円 実費 実費 実費 - 12室 なし

【女子学生】

炊事 トイレ 風呂 電気代 ガス代 水道代 その他

K-20 上ヶ原三番町 ５分 貸間 ８畳 専用 共用 共用 不要 30,000円 実費 - - 9,000円 7室 あり

K-06B 仁川百合野町 5分 ワンルーム 1DK 10～12.5畳 専用 専用 専用 不要 30,000～36,000円 - - - - 10室 あり

K-04 仁川百合野町 5分 ワンルーム マンション 8畳 専用 専用 専用 0～120,000円 30,000～36,000円 実費 実費 実費 4,000円 12室 あり

宝塚エリア T-33 宝塚市川面 電車10分+徒歩20分 文化住宅アパート 4.5畳 +6畳 専用 専用 専用 不要 40,000円 実費 実費 実費 - 12室 なし

空室状況は日々変わります。最新情報はレジデンスセンター窓口でご確認ください。

手続き手順は「2023年度一人暮らしABC」に記載しております。
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