
1. 所在地

長久手キャンパス内にあります。

住所 ： 〒480-1197　愛知県長久手市片平二丁目９　愛知淑徳大学　国際交流会館

2. 入居資格

(1) 本学への入学が決定している単身の留学生  

(2) 本学に在学している単身の留学生  

(3) 日本人レジデント・アシスタント（RA)

3. 入居／退去

入居：入居指定日

退去：最終在籍学期の定期試験最終日より２週間

（詳しくは大学ホームページに掲載されている「アイハウス入居者の手引き」を見てください。）

https://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/pdf/ihouse_2023.pdf

4. 居　室

[個室面積]　 シングルルーム（12.86㎡）

[部屋数]　 ２階29室、３階24室

[個室設備]　 ベッド、マットレス、敷きパッド、ボックスシーツ、机・椅子、デスクランプ、カーテン

冷蔵庫、エアコン、クローゼット、インターネット回線（有線）、金庫

5. 共同利用施設と設備

ランドリールーム（洗濯機、乾燥機、アイロン）、飲料の自動販売機、ピアノ

Wi-Fiスポット：リビング・ダイニング（2階/3階）、スタディルーム（3階）、ラウンジ（1階）

6. 必要な経費

保証金 *1 居室清掃料　*2 居室使用料 維持管理料　*3 電気料　*4

40,000円/入居時 5,000円/退去時 20,000円／月 5,000円／月 実費

＊ 1  保証金は入居時に支払います。退去するときに、退去月の諸費用（*2の居室清掃料を含む）および修理費、紛失物の

代金を差し引いて、残りを返還します。

＊ 2 退去時に保証金から差し引きます。

＊ 3 インターネット使用料、および共同利用施設の電気料、水道料金、ガス料金、修繕費、清掃費にあてます。

＊ 4 各居室での使用量に応じ請求します。

7. 寝　具

居室にベッドおよびマットレス（敷きパッド、ボックスシーツ付）はありますが、枕や掛け布団等の寝具は

備え付けられていませんので、自分で購入してください。

ただし、入居から一定期間（一週間程度）は、無料で寝具を借りることができます。

【 参 考 】 アイハウス近くのスーパーマーケットでの寝具の価格

掛け布団 枕 毛布

 6,000円～ 1,000円～  2,000円～

8. 支払方法

毎月３日までに当月分の諸経費（居室使用料、維持管理料及び前月分の電気料）を請求しますので、

クレジットカードや小切手での支払いはできません。

なお、保証金は入居した最初の月の使用料とあわせて請求しますので、指定された期日までに支払ってください。

9. 提出書類

●　入居許可申請書

●　入居誓約書

※入居希望日の１ヶ月前までに愛知淑徳大学国際交流センターへ提出してください。

   なお、入居状況により希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

愛知淑徳大学  国際交流センター

指定された期日までに銀行振込みをするか大学内の経理事務室で現金にて支払ってください。

トイレ、シャワー、スタディルーム、キッチン、リビング・ダイニングルーム（テレビ有り）、

愛知淑徳大学 国際交流会館（アイハウス）　入居案内

https://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/pdf/ihouse_2023.pdf


 
1. Location

iHouse is located on Nagakute Campus.
Address ： 9, 2-chome, Katahira, Nagakute, Aichi, 480-1197

2. Requirements
(1) Single international students who have been accepted to ASU.
(2) Single international students who have already been enrolled in ASU.
(3) Japanese resident assistants

3. Move-in / Move out
Residence Move-in : All new residents should arrive on the day advised by Center for International Programs.
Residence Move out : Residents need to move out within 2 weeks after your last class.

https://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/pdf/ihouse_2023.pdf

4. Room Type
Room Size Single room 12.86 ㎡

2nd floor　29 rooms、3rd floor 24 rooms
Room Facilities Bed, Mattress(comes with a topper and a cover), Desk & Chair, Desk lamp, 

Curtains, Refrigerator, Air conditioner, Closet, Internet connection (wired), Safety box
5. Common Facilities

Free Wi-Fi：Living & Dining Room(2F/3F), Study Room(3F), Lounge(1F)
6. Monthly Rent

Security
 Deposit  *1

Cleaning
 Charge *2

Room
 Rent

Maintenance
 Fee *3 Electricity *4

¥40,000 ¥5,000 ¥20,000
/ Month

¥5,000
/ Month Actual cost

*1 Must be paid upon moving in. We will deduct the final month's expenses (including cleaning charge
and repair expense) from the security deposit and return the rest at the end of your tenancy. 

*2  Will be deducted from the security deposit at the end of your tenancy. 
*3 Includes maintenance of the room, internet, and utility expenses of the common facilities. 
*4 Calculated based on the reading of the electricity meter of your room. 

7. Bedding
Each room is equipped with a mattress(includes a topper and a cover), but you have to buy your own pillow

(For your information)  
If you buy …  (The prices are rough estimates at the supermarket near iHouse)

Comforter Pillow Blanket
¥6,000～ ¥1,000～ ¥2,000～

8. Method of Payment

9. Required Documents 
●　Application for Admission
●　Tenancy Agreement

※ Applications must reach the Center for International Programs of ASU at least one month prior to the date
of which you wish to move in to iHouse.
Please note that we assign your room according to availability, so we might not be able to accommodate 
your request.

Center for International Programs
Aichi Shukutoku University

and comforter. You can borrow a set of bedding for free for about a week right after you have arrived in Japan.

You are also required to pay the security deposit along with your first month's rent by the due date after moving in.
accounting office on campus by the specified due date. The university does not accept a credit card or check.
You will receive the bill by the third day of each month. Please pay your bill either in cash or by bank transfer at the 

Guide to International House   [iHouse]

(For more detailed information, please see the ' Handbook for iHouse Residents ' on our website.)

Number of Rooms

Toilet, Shower room, Study room, Kitchen, Living & Dining room with a TV,
Laundry room (washing machines, dryers, irons), Drink vending machine, Piano

https://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/pdf/ihouse_2023.pdf
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