Form7
Housing Inquiry （住宅紹介調書）
Personal details 【個人情報】
Name （氏名）：
Sex（性別） : ☐ Male（男性）

☐ Female（女性）

Nationality （国籍） :

Email Address:

I will apply for a TMU International Student House(s). （下記に記載の国際学生宿舎への入居を希望します。）
YES（はい） ☐
NO（いいえ） ☐
If you answered yes to the question above, please check the housing you would like to move in. Multiple answers allowed.
Please be noted that due to the limited number of rooms, we might not be able to meet your request. For those who check both
houses, please put the preference order in the brackets ( ).
(国際学生宿舎への入居を希望する方は、入居を希望する宿舎にチェックをしてください。複数回答可。空室状況により、入
室できない場合があります。2 つチェックをした方は、括弧（）に、希望順位も記載してください。)

I apply for(入居希望)

※

① Global House Chofu （グローバルハウス調布）

☐

② ReENT Tamadaira （りえんと多摩平）※

☐

Preference order(1st/2nd)(希望順位)

（
（

）
）

Occupancy priority of ReENT Tamadaira is given to Hino Campus students. Depending on room availability, a draw for room
allocation might be held. The room allocation of ReENT Tamadaira will be announced after announcement of results.

※

りえんと多摩平は、日野学生の入居が優先されます。空き状況により、抽選となる場合があります。入居可否について

は、合格発表後に、結果をご連絡いたします。

Additional Information

【確認事項】

In applying for the housing arrangement, please note that;
✓

You are responsible to pay the rent. (家賃は自己負担です。)

✓

When you move in the House, you are required to pay 18,000 yen for moving-out inspection, cleaning fee and other. Costs

for repair or replacement will be charged if necessary.
（入居時に諸経費《退去点検、清掃費などに充当》18,000 円を支払う必要があります。修繕や備品の買替が必
要になった場合は 別途実費を徴収します。）
✓

In principle, the term of the contract will be 6 months from the date you move in. Extension of occupancy is possible up to

two times, however, may not always be possible depending on vacancy.
（住宅の契約期間は入居日から原則 6 か月です。契約更新は空室状況により 2 回まで可能です。）
✓

6 months after you move in, it is possible to cancel the contract by notifying TMU one month in advance.
（入居してから 6 ヶ月後、1 ヶ月前通知により契約を解約することができます。）

With the consent of the aforesaid conditions, I apply for TMU International Student House.
上記条件に同意し、ＴＭＵ国際学生宿舎へ申請いたします。

Date:

Signature:

Form7
※If you do not apply for TMU International Student House or could not get in there by the lottery, you need to find an accommodation
by yourself. For your information, please refer to the list of companies and institutions which introduce accommodations which you
could apply for from overseas and move in right after your arrival day. 国際学生宿舎へ入居しない場合、抽選で入居できない場
合は、自身で住宅を手配していただく必要があります。海外から申込みができ、来日日から入居が可能な物件を紹介している
業者、宿舎については参考情報をご確認ください。

