
東広島キャンパス周辺は広島市内にある「霞キャンパス」や「東千田キャンパス」とは異なり、山間にあります。20万人都市の中心

になる山陽本線JR西条駅の周辺は市街化をされていますが、少し離れると田園が広がるのどかな町です。

いわゆる田舎町ですし、キャンパス周辺に住んでいるのは広大生ばかりなので、この辺りの治安はとても良いと言われています。

ただ、通学路に街灯や買物施設がなかったり、一方で坂道があったりと、メイン通りから１本入れば環境は大きく異なります。

お部屋探しの際には個別に車でご案内をいたしますので、お部屋を決められる前には是非、周辺環境や通学路をご確認ください。

なお、広島市中心部まではJR西条駅から山陽本線でおよそ35分、そこから路面電車かバスで移動することになります。

地区名

下見

西条中央

寺家

八本松

田口

東広島キャンパス周辺のお部屋を、広大生協でご契約いただいた方の平均家賃は、およそ35,000円です。

家賃帯は２万円台から５万円台と幅広いのですが、部屋はどこも洋室８帖でバス・トイレ別。

広大生協で取り扱っているお部屋はすべて広大生用なので、マンションとアパートという構造の違いはあっても、部屋の広さや主な

設備に大差はございません。

実は、その「立地の違いで家賃が異なる」という印象です。

キャンパスまで徒歩圏内のマンションタイプで５万円前後、自転車で10分位で３～４万円、15～20分位の2階建てアパートタイプで

２～３万円という感じです。

地区名

下見

西条中央

寺家

八本松

田口

東広島キャンパスのすぐ北隣の「下見地区」にお住まいの方のうち一部は徒歩で、また「西条中央地区」のブールバール沿いにお住

まいの方の中には、バスで通学をされている方もいらっしゃいます。また、特に上回生の方の中には原付バイクや自動車で通学をさ

主な建物タイプ

4～5.5万円

家賃相場

東広島キャンパス周辺の環境

主なメリット

大学に近い、徒歩通学も可、マンション、市街化

主なデメリット

家賃が高い、にぎやか、溜り場

自転車では坂道が気になる

徒歩・バス通学不可、アパート

徒歩・バス通学不可、アパート、田園

坂道、田園地帯

高層マンション徒歩、自転車で10分以内

大学からおよその距離

1km以内

バス、自転車で15～20分

自転車で15～20分

バス通学も可、マンション、東広島市の中心部

家賃が安い、買物に便利、西条駅に近い

家賃が安い、大学に近い、静かな環境

家賃が安い、大学に近い、静かな環境

主な通学方法と所要時間

高層マンション

2階建てアパート 3～3.5万円

3.5～4.5万円

2階建てアパート 2.5～3.5万円

2階建てアパート 2.5～3万円

1～2km

1～2km 自転車で10分以内

自転車で10～20分

2～3km

2～2.5km

東広島キャンパス周辺は、どんな町ですか？

家賃相場は、いくら位ですか？

どのような通学方法をしている方が多いですか？



れている方もいらっしゃいますが、８割以上の方は自転車で通学をされています。

これは、授業の合間の休憩時間が15分と短い割りにキャンパスが広いので、キャンパス内の移動に自転車が必須なことも影響してい

るようです。

キャンパス周辺は各所に坂道がありますので、新入学時に電動アシスト自転車や原付バイクを用意される方もいらっしゃいます。

お部屋探しをされるうえで「距離や坂道」があまり気にならなくなりますので選択肢が広がり、結果、家賃を低額に抑えることがで

きる傾向にございますので、お勧めいたします。

お隣の広島市内と比べて、外部に設置されたガス給湯器が凍結するくらい気温は下がる寒い地域ですが、雪はあまり降りません。

日陰になる一部の場所を除き、日中に道路に降雪が残ることはあまりございません。

広大生協の車両も、冬期はスタッドレスタイヤに交換をいたしますが、ノーマルタイヤでもほぼ問題なく走行できる程度です。

前述の通り、東広島キャンパス周辺は田舎町ですし、キャンパス周辺の３km以内に住んでいるのは広大生ばかりなので、大きなトラ

ブルを聞くことはあまりありません。

東広島市の繁華街であるJR西条駅前までは自転車でおよそ30分かかるので、そちらにあまり出掛けることはなく、買物や飲食は「下

見」や「西条中央」地区で済ませることが多いようです。

あまり遊ぶところがないので勉学には集中できそうです。

広大生の半数以上の方は何らかアルバイトをされていますが、やはりお住まいのアパート周辺でアルバイト先を見つけるケースが多

いようです。

「下見」は、大型スーパー「ゆめタウン」のほかではコンビニか飲食店が中心ですが、東広島市役所などがある「西条中央」でした

ら、塾の講師など職種の選択肢が広がりますし、なかには広島市内にアルバイトに出掛けている方もいるようです。

よって、一人暮らしや東広島という町に不慣れな新入学時には「下見」に住み、アルバイトを始める２、３年次に「西条中央」に住

替えるという方も多く見受けられます。

「在校生、合格済」の方と「合格前」の方で、また、ご来場いただくか否かで方法が異なります。

合格済の方は、東広島キャンパス内の店舗にお越しいただくか、「在宅型住まい予約会」にご参加ください。

合格前の方は、「合格前住まい予約会」もしくは「在宅型住まい予約会」にご参加ください。

ご来場（現地を見て部屋を決めたい） ご来場無し（できれば東広島に行きたくない）

合格済・在校生等

合格前

「在宅型住まい予約会」に参加

「在宅型住まい予約会」に参加

東広島の店舗（お部屋探しの特設会場）にご来場

「合格前住まい予約会」に参加

お部屋探しについて

雪はよく降りますか？

広大生が関わるトラブルはありますか？

アルバイトはどうされていますか？

どんな方法がありますか？



いずれも、これらの方法以外でお部屋の予約や契約をしていただくことは出来ません。

例えば、合格済の方でも「在宅型住まい予約会」以外では、電話やインターネットでお部屋の予約などをしていただくことは出来ま

せんし、合格前の方に「合格前住まい予約会」以外の機会にご来場いただいても、予約や契約をしていただくことは出来ません。

はい、できます。

原則として、お部屋の予約や契約は「合格後」になりますが、例外として、「合格前住まい予約会」や「在宅型住まい予約会」では

合格前の段階でも、合格後のために、入学後のお部屋の予約を済ませておくことができます。

なお、受験される入試の合格発表日によって、参加いただける予約会の日程が異なりますのでご注意ください。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

「合格前住まい予約会」

「在宅型住まい予約会」

広大生協では、新入生の方のお部屋探しのタイミングとして、４つの方法を提案しております。

４タイプの一長一短をご家族でよくご相談のうえ、ぜひベストなタイミングをご検討ください。

　①　手間と費用を掛けてでも、少しでも早くお部屋を確保しておきたい

⇒「早期型」がおすすめ※ ⇒1/29～2/13開催の「合格前住まい予約会」にご参加

※一般前期入試の方の場合

　②　入試に同行する機会に、部屋の確保をしておきたい

⇒「便利型」がおすすめ ⇒一般前期・後期試験時の「合格前住まい予約会」にご参加

　③　遠方、多忙なので、できれば東広島に行きたくない

⇒「在宅型」がおすすめ ⇒参加対象回の「在宅型住まい予約会」にご参加

　④　合格してから、お部屋探しを含めた新生活準備をしたい

⇒「安心型」がおすすめ ⇒合格発表後に「新入生サポートセンター」にご来場

申し訳ございませんが、ございません。

「合格前」の方がお部屋のご予約をしていただけるのは、「合格前住まい予約会」と「在宅型住まい予約会」だけです。

ご来店のうえでお部屋の予約をしていただく「合格前住まい予約会」は、一般前期入試の受験者を対象にしたものを2022年１月29日

（土）から２月13日（日）の16日間、および一般前期入試の前後の２月24日（木）から26日の３日間に、また、一般後期入試受験者

を対象にしたものを３月12日（土）から19日（土）に開催する予定にしております。

一方、ご自宅等でお部屋探しを完結させることができる「在宅型住まい予約会」は、2021年11月から2022年3月までに全９回開催を

する予定にしております。

それぞれ「参加対象者」を定めておりますので、よくご確認いただいたうえでご参加ください。

大丈夫です！ご安心ください。実はもっとも多いご質問です。

まだ「合格前」ですが、いつ部屋探しをするのが良いですか？

「合格前」でも、入学後のお部屋の予約ができますか？

「合格前住まい予約会」より早く、お部屋の予約（仮押さえ）をする方法はありませんか？

一般前期入試の合格発表後では、良い条件のお部屋はなくなりませんか？

https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/155
https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/93


まず、東広島キャンパス周辺の「広大生向けのマンション」の多くは広大生協だけで取り扱っているので、ご紹介できる部屋が圧倒

的に多いためです。実は、毎年３月末に優良なお部屋が数百室も残ります。

民間の不動産会社では「早く予約をしないと部屋はなくなる」というような案内をされているところもあるようですが、まずはご安

心ください。

次に、「合格前住まい予約会」や「在宅型住まい予約会」でとても多くの受験生の方からお部屋の予約をいただきますが、残念なが

ら約半数の方は不合格になられます。

不合格だった方が予約をされていたお部屋の「再紹介」は、前期・後期ともに「合格発表日翌日の開店時」に始めます。

よって例年、一般前期入試の合格発表翌日には、人気の高いお部屋がたくさん店頭に並んでいます。

はい、お手数ですが、出来るだけ事前に来場予約をお願いいたします。

「お部屋探しの特設会場への来場予約」「各予約会への参加予約」のいずれの場合でも、他の方のご予約がない時間帯につきましては

来場予約のない方にもご入場いただけますが、お約束できるものではございません。

なお、時期やイベントによって、当日の来場予約も受け付けております。

＜お部屋探しの来場予約・参加申込みはこちらから＞

「新入生サポートセンター東広島」 全合格者の方の来場予約

「合格前住まい予約会」 合格前の方専用のお部屋予約会

「在宅型住まい予約会」 電話で予約、オンラインでご契約いただけるお部屋探し

申し訳ございませんが、できません。インターネットの専用サイトからお申込みください。

すべての住まいイベントで、一定時間ごとの定員制にしております。

システムでお申込みの制限をしておりますので、お手数をお掛けして申し訳ございませんが、ご了承ください。

はい、「在宅型住まい予約会」では、電話でご予約いただくことが出来ます。※インターネットでお部屋の予約は出来ません。

電話でご予約いただいたお部屋を、後日オンライン（Zoom）を使って契約手続きをしていただけますので、東広島に一度もお越しに

なることなく、お部屋探しを完結させることが出来ます。

なお、受験される入試の合格発表日によって、参加いただける予約会の日程が異なりますのでご注意ください。

また、このイベント以外では、電話やメールなどでお部屋の仮押さえや予約は受け付けておりませんので、ご了承ください。

「在宅型住まい予約会」 電話で予約、オンラインでご契約いただけるお部屋探し

はい、可能です。

入居者ご本人（学生）だけでも、その保護者だけでも、ご予約いただけます。

また、ご兄弟が広島大学の在校生の場合など、そのご兄弟だけでもお手続きいただけます。

来場予約は必要ですか？

お部屋の予約や契約は、入居者本人だけ、もしくは保護者だけでもできますか？

電話やインターネットでお部屋の予約や契約ができますか？

電話で来場予約やイベントの参加申込みはできませんか？

https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/143
https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/155
https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/93
https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/93


広大生協での賃貸借契約では、借主は入居者ご本人（広大生協の組合員）となりますが、すべて代筆、代理印でお手続きいただけま

す。

一方、ご本人の祖父母などその他の親類の方やご友人などが、代わりに予約や契約のお手続きいただくことは出来ませんので、ご了

承ください。

お部屋の賃貸借契約手続きには、以下の２点が必要になります。

　①　印鑑（認印）できれば２本

　②　現金（ご契約いただくお部屋の１ヶ月分の家賃＋消費税額）

なお、印鑑は連帯保証人も実印である必要はございません（印鑑証明書のご提出は不要です）。

また、住民票や所得証明書なども不要です。

一方、クレジットカードや電子マネーはご利用いただけませんので、お手数ですが現金をご持参ください。

はい、ございます。東広島キャンパス内の駐車場をご利用ください（無料）。

土日祝日の昼間（６:00～21:00）、および休講期はゲートが開放されております。

広大生協の「お部屋探しの特設会場」がある「大学会館」の最寄りの駐車場は「５番ゲートの駐車場」です。

開講期の平日にご来店いただく場合には、駐車いただく場所のご案内をいたしますので、大学付近に到着されましたら、私どもにご

連絡ください。

・広大生協「住まいの斡旋カウンター」082-422-7163

広島大学「構内駐車場について」

こだわられる条件や優先されるもので皆さま異なるので、一概には答えにくいご質問です。

ゆずれる条件、ゆずれない条件をハッキリさせ、優先順位を付けられると絞りやすいかもしれません。

また、東広島キャンパスはとても広いので、ご自身の所属学部棟の近くを選ばれる傾向もございます。

（キャンパス北側）教育学部、文学部、法学部、経済学部、理学部

（キャンパス南側）工学部、情報科学部、生物生産学部、総合科学部

　・家賃 2.5～5.5万円

　・地区 下見、西条中央、寺家、八本松、田口

　・建物構造 鉄筋コンクリート造、重量鉄骨造、軽量鉄骨造、木造

　・階層 ２階建アパート～高層マンション

　・居室広さ ６～10帖　ほぼ８帖

　・設備 オートロック、宅配BOX、ウォシュレット、大きなキッチン等

　・バストイレ ほぼすべて別

　・管理 広大生協管理、管理会社管理、大家管理

どんなお部屋がお勧めですか？

気に入った建物に入居募集があるかどうかが知りたいのですが、どうすれば良いですか？

駐車場はありますか？

合格後のお部屋探しの時に、何を持って行けば良いですか？

https://www.hiroshima-u.ac.jp/centers/welfare_facilities/parking_lots


まずは、こちらのサイトの「部屋を探す」でご希望の条件などを入れて検索をしてみてください。現在、入居募集中のお部屋の中から

ご希望に近いお部屋がご覧いただけるはずです。

なお、募集の登録は２週間に１度更新をしております。検索されたお部屋がその間に予約や契約をされている場合もございますので、

予めご了承ください。

一方、入居募集の部屋が新たに追加される場合もございます。

卒業式翌日の３月24日に退去をされる方が多いのですが、広大生協の場合、退去日の30日前までに退去の予告をしていただくという

契約になっております。

よって、２月中旬に退去予告をされるケースが多く、すなわち、この時期に次の入居者の募集が始まるお部屋もたくさんございます。

最新情報はお電話でもお答えしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

あまり多くはありませんが、「家具家電付き」のお部屋もございます。

中でも、部屋の設備として無償で備え付けられている場合と、有償で貸出し（レンタル）の対応をされているお部屋がございます。

ただ、やはりほとんどのお部屋では家具家電の対応はございませんので、まずは新規購入をご検討ください。

「食事付き」として直接お取り扱いをしているのは、１件だけです。

「学生宿舎やすいし」というアパートですが、大家様がお住まいになっている一戸建の一部（２階部分）を、貸間（５室）として、

「男性限定」で提供されています。

大学に自転車でおよそ10分と近い立地にあるうえに、充実をした食堂など共用スペースや洋室の個室はとても綺麗ですし、朝夕２食

付きで58,000円と非常に格安なのでお勧めです。

また、広大生協と提携をしている「ドーミー東広島」もお勧めです。

こちらは70室もある、設備やセキュリティが充実をした大型の学生寮です。

さらに、机やイス、ベッドや冷蔵庫など、ひと通りの家具家電が備え付けられていますし、何と言っても寮長ご夫妻が常駐されてい

るので、初めての一人暮らしの方でもご安心いただけると思います。

「ドーミー東広島」の詳細につきましては、広大生協の住宅情報誌「お部屋探し準備マニュアル東広島版」に添付しているパンフレ

ットをご参照ください。

「ドーミー東広島」

はい、ございます。

すべてのお部屋が女性専用になっている建物と、女性専用フロアが設けられている建物がございます。

また、広大生のおよそ４割が女性ですが、オートロックやモニター付きインターホンなどセキュリティが整った高層マンションが建

ち並び、夜も一帯が明るい「下見」地区では女性の入居率が高い傾向にあります。

ただ、前述の通り、ほとんどの建物は広大生協だけで取り扱っているので、その入居者は広大生（広大関係者）だけです。

少なくとも一般社会人との重大なトラブルになる可能性はとても低いと言えますので、まずはご安心ください。

「家具家電付き」のお部屋はありますか？

「女性専用」のお部屋はありますか？

「食事付き」のお部屋はありますか？



広島大学には「池の上学生宿舎」という学生寮がございます。

１号館から11号館まで、すべて個室でA・B・C・Dの４タイプのお部屋が、合計およそ700室ございます。

キャンパスに非常に近いうえに、宿舎料は低額に設定されているので人気が高い宿舎です。

例年、新入生向けにおよそ200室の入居募集がございますが、キャンパスに非常に近いうえに、宿舎料が低額に設定されているので人

気が高い宿舎です。

入居希望者が募集数を超えた場合には、希望者の通学および経済的困窮度を広島大学が審査のうえ、入居者を決定されます。

なお、「池の上学生宿舎」は広島大学が入居募集・管理・運営をされておりますので、詳細は広島大学にお問い合わせください。

広島大学「池の上学生宿舎」について

いいえ、できません。

大変申し訳ございませんが、広島大学の学生寮「池の上学生宿舎」の入寮申込みをされた（される予定の）方には、「合格前住まい

予約会」でお部屋のご予約いただくことはできません。

入寮希望者が募集定員を超える場合には、大学による審査（大学までの通学距離と経済的な困窮度）が行われ、光り輝き入試や一般

前期入試受験者の場合は2022年３月９日（水）に、一般後期入試受験者の場合は2022年３月20日（日）に入寮者が発表になる見込み

です。

もし入寮できなかった場合には、広大生協の新入生サポートセンターにご来場ください。

広大生協には非常にたくさんのお部屋がございますので、ご安心ください。

広大生協は広島大学の福利厚生施設の運営を担う、広大生と教職員のためだけの非営利組織です。

1971年の創立以来、学内の食堂やコンビニ、各種学業支援や保険などの他に、広大生の住まいもご紹介しております。

東広島キャンパス周辺の学生用マンションの多くを広大生協だけで取り扱っていることもあり、大家様のご理解とご協力のもと、安

心・安全な契約内容とサポートを、低コストでご提供しております。

　＜広大生協だからこそできる、借主有利な賃貸条件＞

　・家賃保証会社の保証委託契約は不要（連帯保証人はご本人のご両親でOK　※収入の有無も問いません）

　・入退去時の通常清掃料は全額貸主負担

　・定額敷引きは一切無し

　・仲介手数料の全額～半額は貸主負担

　・更新料や更新手数料は不要

　・生協管理の24時間トラブル対応にかかる管理料は貸主負担

詳細につきましては、以下もご覧ください。

「民間不動産会社と広大生協って、何が違うの？」

学生寮はありませんか？

「池の上学生宿舎」の入寮申込みと「合格前のお部屋予約」は併願できますか？

広大生協と民間の不動産会社の違いは？

https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyugaku/shien/jyuukyo/gakuseisyukusya/ikenoue


広島大学入試に合格前であっても、合格後のためにお部屋の予約をしておくことができる予約会です。

2022年度は、以下の日程で開催をする予定にしております。

　・2022年１月29日（土）～２月13日（日） 【参加対象者】光り輝きⅡ型受験者、一般前期入試受験者※1

　・2022年２月24日（木）～26日（土） 【参加対象者】一般前期入試受験者※1

　・2022年３月12日（土）～19日（土） 【参加対象者】一般後期入試受験者※2

※1：2022年３月８日までに合格発表がある広島大学の入試を受験される方を含みます。

※1：2022年３月20日までに合格発表がある広島大学の入試を受験される方を含みます。

このように受験される入試によって参加いただける時期が異なりますので、ご注意ください。

詳細は、以下でご確認ください。

「合格前住まい予約会」

以下の「合格前住まい予約会」のページからお申込みください。

一定時間ごとの定員受付制にしておりますので、ご都合の良い時間が決まりましたら、お早めにご予約ください。

なお、ご予約時間の変更やキャンセルは「マイページ」でお願いいたします。

※時間の変更方法：変更を希望される時間の予約を入れた後に、以前のご予約を「マイページ」でキャンセルをしてください。

お部屋の合格前予約手続きには、以下の２点が必要になります。

　①　印鑑（認印）１本

　②　受験票のコピー（お手元に無い場合には、発行後に郵送いただきます）

なお、印鑑は連帯保証人も実印である必要はございません（印鑑証明書のご提出は不要です）。

また、住民票や所得証明書なども不要です。

はい、可能です。

入居者ご本人（学生）だけでも、その保護者だけでも、ご予約いただけます。

また、ご兄弟が広島大学の在校生の場合など、そのご兄弟だけでもお手続きいただけます。

特に２月25日や26日、３月13日は受験中のご本人に代わって、ご両親だけで予約会に参加され、お部屋の予約をされています。

広大生協での賃貸借契約では、借主は入居者ご本人（広大生協の組合員）となりますが、すべて代筆、代理印でお手続きいただけま

す。

一方、ご本人の祖父母などその他の親類の方やご友人などが、代わりに予約や契約のお手続きいただくことは出来ませんので、ご了

承ください。

合格前住まい予約会

「合格前住まい予約会」とは、どんなイベントですか？

どのようにしたら予約会に参加できますか？

予約をする場合、何を持って行けば良いですか？

入居者本人だけ、もしくは保護者だけでも参加・予約ができますか？

https://vsign.jp/hiroshima/2022/events/155


いいえ、ご予約いただいたお部屋は、変更やキャンセルできません。

「対象の入試に不合格」以外の理由によって、貸主・借主のいずれからもキャンセルできないという約束事のうえに成り立っており

ますので、ご理解のうえ、予めご了承ください。

但し、ご契約成立（手付金のお支払い）後に、その手付金を放棄して、この契約を解除されることは可能です（手付流れの解約）。

この解約をご希望の場合は、合格発表後にご連絡ください。

現役の広大生がマンツーマンでお部屋をご紹介し、気に入っていただけるお部屋がございましたら、賃貸借契約を締結していただくと

いう点は同じです。大きく異なる点は以下の通りです。

　・２月24日（木）～26日（土）の３日間は、建物のご案内（ご見学）ができません。

　・ご予約後は、「対象の入試に不合格」以外の理由により、お部屋の変更やキャンセルはできません。

　・合格発表までは効力が停止する「停止条件付の賃貸借契約」を締結していただきます。

　・手付金は合格されていた場合に限り、合格発表の翌日正午までにお支払いいただきます。

　　※不合格時にも、申込金やキャンセル料などは一切必要ございません。

はい。大変申し訳ございませんが、この３日間は大変多くの方にご参加いただくために、個別の部屋見学はご遠慮いただいておりま

す。

予約会では、お部屋の紹介を担当する学生がマンツーマンでご希望を伺い、ご予約のお部屋はタブレットで写真をご覧いただいて、

ご判断いただくことになります。

一方、１月29日（土）～２月13日（日）の合格前住まい予約会では、個別に現地のご案内をいたします。

※満室の場合などモデルルームがご用意できていない場合には、外観のみのご案内になります。

みなさまのご都合やお部屋のこだわり具合に合わせて、お部屋探しのタイミングをご検討ください。

はい、確実にご入居いただけます。

「広大生協の合格前予約」の場合、合格済の方など一般的なお部屋探しの場合と同様に、部屋を確定していただきます。

ご予約いただいたお部屋は、お客様の合否が確定するまでの間、他の方にはご紹介いたしません。

なお、一般的な賃貸借契約の場合、契約締結後に貸主からも解約をすることができますが、「広大生協の合格前予約」の場合、「対

象の入試に不合格」以外の理由により、貸主・借主いずれからもキャンセルできないことにしております。

また、不合格者の発生や入居募集の追加などを見込んだ予約の取り方ではないので、合格をされれば、ご予約いただいたお部屋に、

確実にご入居いただけますので、ご安心ください。

はい、可能です。

合格後のお部屋探しと、何か違いますか？

合格すれば、予約したお部屋に確実に入居できますか？

合格前住まい予約会に参加する前に、地域の特徴や募集状況などを聞いておきたいのですが、できますか？

予約をした部屋を本人が気に入らなかった場合、変更やキャンセルができますか？

前期試験時（２月２４日～２６日）の合格前住まい予約会では、部屋の見学ができないのですか？



合格前の方の場合、対象イベント期間以外ではお部屋の予約や契約はしていただけませんが、東広島キャンパス周辺の地域の特徴や

家賃相場、募集状況などのお話はいつでもさせていただきますので、ご都合の良い時に是非お気軽にお立ち寄りください。

但し、お部屋のご見学はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

ご家族のご都合やご自宅から東広島までの距離、お部屋のこだわり具合など、皆様が優先されるものによると思います。

まず、お部屋の確保を最優先にお考えでしたら、１/29（土）以降お早めにお越しのうえ、予約をされることをお勧めいたします。

ご予約時に仮契約の手続きをしていただけますので、一度お越しいただければ、合格後は再来店いただく必要はございません。

（手付金は合格後にお振込み、契約書類は郵送でお手続き）

ただ、「わざわざ東広島にお越しになる手間と費用」が掛かるうえに、もし不合格だった場合には、その手間と費用が無駄になると

いう可能性がございます。

　＜こんな方には、早めの予約がおすすめ＞・・・「早期型」

　・とにかく部屋を早く確保して、安心をしたい（ご予約いただいたお部屋は、合否確定まで他の方には一切ご紹介いたしません）

　・特に気に入った部屋があるが、なくなりそうで心配

　・前期試験時に同行しないし、合格発表後すぐには東広島に行くことができない

　・東広島への往復は、それほど手間ではない

次に、一般前期入試時にご両親が同行されるご予定の方は、その機会にお部屋の予約をされる方法が良いのかもしれません。

もともと同行をされるご予定なら、わざわざ東広島にお越しになるという手間はありません。

ただ、24日は緊張感がある「入試の前日」、25日は「ご本人が一緒にお部屋探しができない」という難点がございます。

26日の入試後に「お部屋の予約をしてから帰宅をする」という方法がお勧めですが、入試後の１泊は難しいかもしれません。

このように24日、25日、26日の３日間だけでも、いずれかで様子が異なりますので、是非ご家族でよくご検討ください。

　＜こんな方には、試験時の予約がおすすめ＞・・・「便利型」

　・わざわざ入試前に行くほどでもない。ただ、せっかくなので入試の待ち時間を有効に利用したい

　・合格発表後すぐには東広島に行くことができない

　・（24日の場合）気分転換を兼ねて、本人も一緒に部屋探しをしてみる

　・（25日の場合）事前に本人と相談をしておき、希望する部屋の候補を絞っておく

　・（26日の場合）合格後にもう一度東広島に行くくらいなら、もう１泊して部屋を予約しておきたい

担当者として敢えて申し上げれば、「合格発表後のお部屋探し（安心型）」をお勧めいたします。

もっとも気にされるのは「部屋がなくならないか」ということだと思いますが、ほとんどのお部屋は大丈夫です。

よくお問い合わせいただく「キャンパス近く（下見地区）のマンションタイプ」のお部屋ですが、そもそも募集数が多いので、例年、

合格発表後でも、じゅうぶんにございます。

実は、「合格前住まい予約会」や「在宅型住まい予約会」でご予約いただいたお部屋のうち、残念ながら不合格だった方が予約をさ

れていたお部屋の「再紹介」は、合格発表翌日の開店時に開始いたします。

よって、合格発表の翌日には人気のお部屋がたくさんございますので、意外なチャンスとなっております。

前期試験前（１/２９～）と入試時（２/２４～２６）のどちらに参加する方が良いのでしょうか？



また、新生活準備はお部屋探しだけではございません。

４月１日の入居から３日の入学式まで時間が少ないこともあり、特に家具家電の準備に手間を取られたというお話をよく伺います。

３月８日に本オープンをする広大生協の新入生サポートセンターでは、お部屋探し以外に必要なモノやコトをまとめてご紹介しており

まずので、１日で、１会場ですべての新生活準備をお済ませいただけます。


