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その他の奨学金制度

東京工芸大学の奨学金

その他

文部科学省外国人留学生学習奨励費

対 象種別奨学金月額団体名称

貸与交通遺児育英会

貸与あしなが育英会

相談窓口 学生課

保護者等が病気又は災害（交通事故除く）などで死亡、又はそれが原
因の著しい後遺症により働けないため、教育費に困っている者。

保護者等が自動車事故や踏切事故など、道路における交通事故で死
亡したり、重い後遺障害のため働けず、経済的に修学が困難な者。

 地方自治体や民間育英財団等で行っている奨学金があります。大学に募集依頼があった場合は、学生課掲示板にてお知らせします。例年本学に
募集依頼のある奨学金の一部を紹介します。

　民間企業や財団が留学生対象に設けている奨学金があります。大学に募集がある場合は、学生課掲示板にてお知らせします。下記に一部をご紹
介します。

一　般：
特　別：
大学院：

40,000円
50,000円
80,000円

学 部：
４・５・６万円から選択
大学院：
５・８・１０万円から選択

 上記以外にも各都道府県や市区町村にも奨学金があります。保証人が居住する地区の教育委員会に問い合わせてください。

奨学金月額奨学金名 種別 対 象

文部科学省外国人留学生学習奨励費奨学金名

大学及び大学院に在籍する私費外国人留学生対   象

目   的

学部生

大学院生
資 格

48,000円奨学金月額

※奨学金額は2017年度実績

当該年度の４月募集時期

●学内奨学金で留学生対象及び受給可能な奨学金

野呂奨学金 後援会留学生奨学金 

工学部同窓会奨学金 同窓会芸術学部奨学金

● ●

●

同窓会芸術学研究科奨学金●

●

※原則、後援会留学生、野呂の各奨学金と、文部科学省外国人留学生
学習奨励費との併用給付は制限されます。

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.78）

大学の学部に正規生として在籍する２年
次以上の留学生 
大学院に正規生として在籍する者。また
は、大学の学部卒業以上の学歴を有し、か
つ大学院レベルの研究活動を行うために
研究生として在籍する者

学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学
が困難である者に対して、奨励費を給付することに
より、その学習効果を一層高めるとともに、我が国と
諸外国との教育交流の発展、相互理解及び平和友好
を増進することを目的とする。

給付青峰奨学金 韓国籍で２年次以上の学部または大学院に在籍する留学生で、
他の奨学金を受給していない者。

学部生 
大学院生

50,000円
70,000円

給付平和中島財団
外国人留学生奨学金 当該年度に正規課程に在籍予定の者。学部生 

大学院生
100,000円
100,000円

給付ロータリー米山記念
奨学会米山奨学金

３年次生以上の学部または大学院に在籍する留学生で、博士課程の学位を取得し
ていない（異なる研究をする場合は対象となる。）４５歳未満の者。（指定校制）
※詳細は募集要項を参照

学部生 
大学院生

100,000円
140,000円

給付佐藤陽国際奨学財団
私費留学奨学金

指定された国籍を有する学部生または大学院生。
（国籍は募集要項を参照）

学部生 
大学院生

150,000円
180,000円

留学生対象の奨学金制度

体育施設・教室・クラブハウスの使用

第5章 キャンパスライフ 施設編

学内施設等の使用

●平日の学内施設・クラブハウス使用に必要な許可願・使用届

申請期間
施設管理者使用施設

７時～22時に使用する場合

体育研究室

体育館

テニスコート

グラウンド

教務課教 室

生協
学生会館

学生ホール

時間外で使用する以外は願い出不要。
学生課

クラブハウス

使用希望日の３日前までに願い出てください。プレイス・その他

●日曜・祝日の学内施設・クラブハウス使用に必要な許可願・使用届

申請期間
施設管理者使用施設

７時～22時に使用する場合

体育研究室

体育館

グラウンド

テニスコート

使用希望日の３日前までに願い出てください。

教務課教 室

生協
学生会館

学生ホール

学生課
クラブハウス

使用希望日の３日前までに願い出てください。プレイス・その他

 学内施設を利用する場合、下記施設管理者の許可（印）をもらい、学生課に申請してください。教室はコウゲイ.netで直接予約してください。

原則、使用不可
特別な事由がある場合は、
学生課に相談してください。

原則、使用不可
特別な事由がある場合は、
学生課に相談してください。

使用希望日の前月の１日（祝日の場合は翌日）より、１週間前（祝
日の場合は翌日）までに予約を完了してください。
※体育館は17時まで。

使用希望日の前月の１日（祝日の場合は翌日）より、１週間前（祝
日の場合は翌日）までに予約を完了してください。
※体育館9～21時

日曜・祝日・大学休校日の前に学生課まで願い出てください。
（理由により許可しない場合があります。）
中野キャンパスは使用不可。

※学内施設を継続して使用する場合は、１週間をもって１枚の書式にまとめて申請してください。連続していない場合は、1枚ずつ提出すること。
※楽器の演奏は近隣の方のご迷惑になるので２０時までに必ず終了してください。

※大学休校日［夏季一斉休暇（８月中の１週間程度）・年末年始休暇］・大学入試センター試験実施日及び、入学試験実施日（中野キャンパスのみ）は、
学内施設は使用できません。

使用希望日の３日前までに願い出てください。
（学生ホール、食堂営業日は１５時～２２時の間のみ可。）

使用希望日の1週間前より前日（日曜・祝日を除く）の16時45分
までにコウゲイ.netで予約してください。
※不具合などで予約ができない場合は、教務課までお問い合
わせください。

使用希望日の1週間前より前々日（日曜・祝日を除く）の16時45
分までにコウゲイ.netで予約してください。
※不具合などで予約ができない場合は、教務課までお問い合
わせください。

時間外〈22時～ 7時〉に使用する場合

使用不可

グラウンドは６時より使用可

使用不可

使用不可

時間外〈22時～ 7時〉に使用する場合

使用不可

グラウンドは６時より使用可

使用不可

使用不可
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研究施設の使用

図書館について

館内案内

●平日（月～土曜日）の22時以降の使用

●日曜・祝日・大学休校日の使用

　研究・作品制作等で、夜間・日曜・祝日・大学休校日に研究室、実
験室・棟、実習室を使用したい場合は、指導(担当)教員に申し出て
「研究施設指定時間外使用届」に指導（担当）教員の承認印の押印
を受けた上で、学生課に提出してください。

 当日分の「研究施設指定時間外使用届」を事務局業務時間内に
学生課へ提出してください。 ※当日残る学生を全員記入すること。

 前日の事務局業務時間内に学生課へ提出してください。
※使用する学生を全員記入すること。

図書館

●中央図書館

●中野図書館

●貸出冊数・期間
期 間冊 数区 分
14日

14日
30日

８冊学部１年次生～３年次生
８冊学部４年次生・大学院生
４冊研究生・科目等履修生・聴講生・委託生

※指定図書は１人１冊３日間です。

相談窓口 教育研究情報課 図書グループ

参考資料 
東京工芸大学図書館利用規程（Ｐ.80）

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（図書館配布）

●開館時間
土曜日平 日

中央図書館

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※ホームページ：http//www.t-kougei.ac.jp/library/

中野図書館
９：００ ～ １９：３０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～ １８：３０
９：００ ～ １７：００

●貸出・返却時間
土曜日平 日

中央図書館
中野図書館

９：００ ～ 1９：２０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～ １８：２０
９：００ ～ １７：００

●視聴覚資料利用時間

※視聴覚資料の利用は１人１日２点までです。

土曜日平 日
中央図書館
中野図書館

９：００ ～ １９：２０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～  １８：２０
９：００ ～ １７：００

 本学図書館は、厚木キャンパスに中央図書館、中野キャンパスに中
野図書館があり、図書・雑誌・視聴覚資料等を所蔵しています。文献複
写や論文検索、希望図書購入制度等、読書をはじめ学習や研究に活用
してください。利用の際は必ず学生証を携行してください。

貸出ノートPCについて

　図書館では、館内で利用できるノートPCを貸出しています。自習や
作品制作に利用できます。利用希望の方は、学生証持参の上、2階貸出
カウンターまでお越しください。

1階：

2階：

3階：

貸出・返却カウンター、一般雑誌、当日の新聞、洋書、学術雑誌の
バックナンバー（製本）
貸出・返却・相談カウンター、技術・工学系和書、新着の学術雑誌、
視聴覚コーナー
社会科学・芸術・文学などの和書、アクティブラーニングエリア
自習ルーム（個別ブース）

1階：

2階：

貸出・返却・相談カウンター、和書、洋書、学術雑誌のバックナン
バー（製本）、写真集、貴重本、コレクション
貸出・返却・相談カウンター、和書、新着の学術雑誌・一般雑誌、当
日の新聞、視聴覚コーナー

中央図書館：

中野図書館：

Windows  20台
Mac  15台
Windows    2台

情報処理教育研究センター 

●厚木キャンパスPC演習室　開室時間

土曜日月～金

厚木キャンパスPC演習室

中野キャンパスPC演習室

参考資料 
東京工芸大学情報処理教育研究センター利用規程（Ｐ.81）
情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン（Ｐ.82）
東京工芸大学ネットワークシステム利用規程（Ｐ.83）

　学生の皆さんには入学と同時に、大学からメールアドレスが用意さ
れています。Gmailのサービスを利用していますので、一般的なGmail
と利用方法は同じです。既にGmailを利用されている方は[アカウント
の追加]メニューで大学のメールを利用できます。大学のメールアドレ
スへの連絡をプライベートのメールアドレスで受け取りたい方はGmail
の転送設定を利用してください。
●学生用メールアドレス
　例）学科を表す英文字1字+学籍番号＠st.t-kougei.ac.jp

 本学の学生のコンピュータリテラシー教育やソフトウェア教育のため
の環境を整備するとともに、自習や制作を支援する施設です。
 入学と同時にPC演習室やネットワークを利用するためのアカウント
が発行され、センター施設を利用することができます。
　厚木キャンパスにあるPC演習室には約700台のコンピュータが設
置され、多種多様なソフトウェア及びインターネットが利用できる環境
が整備されています。
　中野キャンパスの3つのPC演習室には100台のMacと50台の
Windows PCが設置され、クリエイティブ活動に打ち込むことの出来
るハイブリッドな制作環境が整っています。
　PC演習室のソフトウェアや設備機器の詳細は下記のホームページ
でご確認ください。
　授業で使用していないPC演習室は、学生のために開放しています
ので、レポート作成などに大いに活用してください。

9：20 ～20：00 9：20 ～16：00

月～金
9：00 ～18：10

●中野キャンパスPC演習室　開室時間

※夏季・冬季学生休暇期間中の開室時間は9：20～16:00です。
※授業で使用しているPC演習室は利用できません。また、夏季・冬季
学生休暇期間中やメンテナンス等のため時間が変更されることがあ
ります。掲示等に注意してください。

学生用メールアドレスについて

URL:http//www.cc.t-kougei.ac.jp/
　各種サービスの利用手続き、学内Wi-Fi接続マニュアル等をご確認
いただけます。
　各キャンパスPC演習室の開室スケジュールも随時公開しています
のでご利用ください。

情報処理教育研究センターのホームページについて

情報処理教育研究センターについて

ウッドワークス

芸術学部共有施設（ワークス）
　中野キャンパスには、作品制作をサポートするため、芸術学部
学生が使用できる共有施設（ワークス）があります。使用規則に
従って積極的に使用してください。
　使用希望の学生は、ワークス管理室に出向き、管理者から説明を受
けてください。

３号館
Ｂ１階

ワークス管理室
（３号館Ｂ１階）
(10:00 ～ 18:00
月～金 )

※開室時間は変更される場合があります。

場所 管理窓口

相談窓口 教育研究情報課 情報グループ
厚木キャンパス：本館2階センター管理室
中野キャンパス：1号館1階事務室

 本学には厚木キャンパス・中野キャンパスを含めた情報ネットワーク
（いわゆる学内LAN）があります。このネットワークを通じて、情報処理教
育研究センターのコンピュータや各研究室のコンピュータがインター
ネットに接続されています。また、一部の教室等には情報コンセント（有
線）、またはコウゲイWi-Fi（無線）が設けられており、ネットワークを利用
することが可能です。ネットワークを通じて、学内外の情報にアクセスす
ることができ、学習、研究、就職活動などに大いに利用できます。
 しかし、使用・運用を誤れば、広く社会に影響を及ぼしますので、利
用規程に則って適正に利用することが大切です。以下のような行為が
なされた場合は、利用許可が取り消されたり、停止されたりします。特
に悪質な行為と判断された場合には、懲戒処分の対象ともなりますの
で、良識ある利用をお願いします。

ピロティ 

多目的室

EV
EPS

第１小 
会議室 

021教室 
（ＡＶ教室） ＰＣ022 ＰＣ023

倉庫 
PC026

ＰＣサーバ室 

ＰＣ 
指導室 

センター管理室 

PC025

PC024

EV
エントランス 

自
販
機 

●情報処理教育研究センター利用規程や利用に伴うガイドライ
ンに反する行為

●他人にユーザ名を貸したり、他人になりすます行為
●システムに障害を与える行為
●営利を目的とする行為

［厚木キャンパス：本館2階センター管理室］［中野キャンパス：1号館1階事務室］

カ
ウ
ン
タ
ー

カ
ウ
ン
タ
ー

証明書
発行機

出入口 

出入口 

証紙
発行機

レポート
提出BOX

拾得物
収納
ボックス

情報グループ

教務課

学生課

庶務課

情報ネットワークについて

教育研究情報課

施設名称

ウッドワークス

スチルワークス

ペイントワークス

…………　
………………　
　……………
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研究施設の使用

図書館について

館内案内

●平日（月～土曜日）の22時以降の使用

●日曜・祝日・大学休校日の使用

　研究・作品制作等で、夜間・日曜・祝日・大学休校日に研究室、実
験室・棟、実習室を使用したい場合は、指導(担当)教員に申し出て
「研究施設指定時間外使用届」に指導（担当）教員の承認印の押印
を受けた上で、学生課に提出してください。

 当日分の「研究施設指定時間外使用届」を事務局業務時間内に
学生課へ提出してください。 ※当日残る学生を全員記入すること。

 前日の事務局業務時間内に学生課へ提出してください。
※使用する学生を全員記入すること。

図書館

●中央図書館

●中野図書館

●貸出冊数・期間
期 間冊 数区 分
14日

14日
30日

８冊学部１年次生～３年次生
８冊学部４年次生・大学院生
４冊研究生・科目等履修生・聴講生・委託生

※指定図書は１人１冊３日間です。

相談窓口 教育研究情報課 図書グループ

参考資料 
東京工芸大学図書館利用規程（Ｐ.80）

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ（図書館配布）

●開館時間
土曜日平 日

中央図書館

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※授業のない期間についてはホームページを確認してください。

※ホームページ：http//www.t-kougei.ac.jp/library/

中野図書館
９：００ ～ １９：３０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～ １８：３０
９：００ ～ １７：００

●貸出・返却時間
土曜日平 日

中央図書館
中野図書館

９：００ ～ 1９：２０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～ １８：２０
９：００ ～ １７：００

●視聴覚資料利用時間

※視聴覚資料の利用は１人１日２点までです。

土曜日平 日
中央図書館
中野図書館

９：００ ～ １９：２０
９：００ ～ ２０：００

９：００ ～  １８：２０
９：００ ～ １７：００

 本学図書館は、厚木キャンパスに中央図書館、中野キャンパスに中
野図書館があり、図書・雑誌・視聴覚資料等を所蔵しています。文献複
写や論文検索、希望図書購入制度等、読書をはじめ学習や研究に活用
してください。利用の際は必ず学生証を携行してください。

貸出ノートPCについて

　図書館では、館内で利用できるノートPCを貸出しています。自習や
作品制作に利用できます。利用希望の方は、学生証持参の上、2階貸出
カウンターまでお越しください。

1階：

2階：

3階：

貸出・返却カウンター、一般雑誌、当日の新聞、洋書、学術雑誌の
バックナンバー（製本）
貸出・返却・相談カウンター、技術・工学系和書、新着の学術雑誌、
視聴覚コーナー
社会科学・芸術・文学などの和書、アクティブラーニングエリア
自習ルーム（個別ブース）

1階：

2階：

貸出・返却・相談カウンター、和書、洋書、学術雑誌のバックナン
バー（製本）、写真集、貴重本、コレクション
貸出・返却・相談カウンター、和書、新着の学術雑誌・一般雑誌、当
日の新聞、視聴覚コーナー

中央図書館：

中野図書館：

Windows  20台
Mac  15台
Windows    2台

情報処理教育研究センター 

●厚木キャンパスPC演習室　開室時間

土曜日月～金

厚木キャンパスPC演習室

中野キャンパスPC演習室

参考資料 
東京工芸大学情報処理教育研究センター利用規程（Ｐ.81）
情報処理教育研究センター利用に伴うガイドライン（Ｐ.82）
東京工芸大学ネットワークシステム利用規程（Ｐ.83）

　学生の皆さんには入学と同時に、大学からメールアドレスが用意さ
れています。Gmailのサービスを利用していますので、一般的なGmail
と利用方法は同じです。既にGmailを利用されている方は[アカウント
の追加]メニューで大学のメールを利用できます。大学のメールアドレ
スへの連絡をプライベートのメールアドレスで受け取りたい方はGmail
の転送設定を利用してください。
●学生用メールアドレス
　例）学科を表す英文字1字+学籍番号＠st.t-kougei.ac.jp

 本学の学生のコンピュータリテラシー教育やソフトウェア教育のため
の環境を整備するとともに、自習や制作を支援する施設です。
 入学と同時にPC演習室やネットワークを利用するためのアカウント
が発行され、センター施設を利用することができます。
　厚木キャンパスにあるPC演習室には約700台のコンピュータが設
置され、多種多様なソフトウェア及びインターネットが利用できる環境
が整備されています。
　中野キャンパスの3つのPC演習室には100台のMacと50台の
Windows PCが設置され、クリエイティブ活動に打ち込むことの出来
るハイブリッドな制作環境が整っています。
　PC演習室のソフトウェアや設備機器の詳細は下記のホームページ
でご確認ください。
　授業で使用していないPC演習室は、学生のために開放しています
ので、レポート作成などに大いに活用してください。

9：20 ～20：00 9：20 ～16：00

月～金
9：00 ～18：10

●中野キャンパスPC演習室　開室時間

※夏季・冬季学生休暇期間中の開室時間は9：20～16:00です。
※授業で使用しているPC演習室は利用できません。また、夏季・冬季
学生休暇期間中やメンテナンス等のため時間が変更されることがあ
ります。掲示等に注意してください。

学生用メールアドレスについて

URL:http//www.cc.t-kougei.ac.jp/
　各種サービスの利用手続き、学内Wi-Fi接続マニュアル等をご確認
いただけます。
　各キャンパスPC演習室の開室スケジュールも随時公開しています
のでご利用ください。

情報処理教育研究センターのホームページについて

情報処理教育研究センターについて

ウッドワークス

芸術学部共有施設（ワークス）
　中野キャンパスには、作品制作をサポートするため、芸術学部
学生が使用できる共有施設（ワークス）があります。使用規則に
従って積極的に使用してください。
　使用希望の学生は、ワークス管理室に出向き、管理者から説明を受
けてください。

３号館
Ｂ１階

ワークス管理室
（３号館Ｂ１階）
(10:00 ～ 18:00
月～金 )

※開室時間は変更される場合があります。

場所 管理窓口

相談窓口 教育研究情報課 情報グループ
厚木キャンパス：本館2階センター管理室
中野キャンパス：1号館1階事務室

 本学には厚木キャンパス・中野キャンパスを含めた情報ネットワーク
（いわゆる学内LAN）があります。このネットワークを通じて、情報処理教
育研究センターのコンピュータや各研究室のコンピュータがインター
ネットに接続されています。また、一部の教室等には情報コンセント（有
線）、またはコウゲイWi-Fi（無線）が設けられており、ネットワークを利用
することが可能です。ネットワークを通じて、学内外の情報にアクセスす
ることができ、学習、研究、就職活動などに大いに利用できます。
 しかし、使用・運用を誤れば、広く社会に影響を及ぼしますので、利
用規程に則って適正に利用することが大切です。以下のような行為が
なされた場合は、利用許可が取り消されたり、停止されたりします。特
に悪質な行為と判断された場合には、懲戒処分の対象ともなりますの
で、良識ある利用をお願いします。

ピロティ 

多目的室

EV
EPS

第１小 
会議室 

021教室 
（ＡＶ教室） ＰＣ022 ＰＣ023

倉庫 
PC026

ＰＣサーバ室 

ＰＣ 
指導室 

センター管理室 

PC025

PC024

EV
エントランス 

自
販
機 

●情報処理教育研究センター利用規程や利用に伴うガイドライ
ンに反する行為

●他人にユーザ名を貸したり、他人になりすます行為
●システムに障害を与える行為
●営利を目的とする行為

［厚木キャンパス：本館2階センター管理室］［中野キャンパス：1号館1階事務室］

カ
ウ
ン
タ
ー

カ
ウ
ン
タ
ー

証明書
発行機

出入口 

出入口 

証紙
発行機

レポート
提出BOX

拾得物
収納
ボックス

情報グループ

教務課

学生課

庶務課

情報ネットワークについて

教育研究情報課

施設名称

ウッドワークス

スチルワークス

ペイントワークス

…………　
………………　
　……………
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写大ギャラリー

　本学の前身は東京写真短期大学という名称であり、略して「写大」
と呼ばれていたことがギャラリー名の由来です。1977年に校名が
現在の東京工芸大学に変更された後も、永年親しまれてきた「写大」
という呼び名を残し、現在に至っています。
　1975年に設立された本ギャラリーは、国内外の優れた写真作品
を展示・収集・研究する常設施設として、教育機関としてのみならず、
我が国の写真界の歴史を見ても、極めて先駆的な存在です。初代写
大ギャラリー運営委員長であり、現在は本学名誉教授である細江英
公先生は、2003年には英国王立写真協会から特別勲章を授与さ
れ、また、我が国の文化発展に対する永年の功績が認められ、2010
年には文化功労者として選出、平成29年秋の叙勲において「旭日重
光章」を受章しました。
　教育の現場でこそ「写真の素晴らしさ」「写真への愛と尊敬」を語
る上で最も効果的な教材として「オリジナル・プリント」を活用すべ
きだと考え、設立当時から日本ではまだまだ普及していなかった「オ
リジナル・プリント」の収集に逸早く取り組みました。
　「オリジナル・プリント」とは、写真家自身により制作され、署名な
どが入れられた、写真家の最終的な表現媒体としてのプリントを指
し、印刷物などからは感じられない、作者の息づかいまで伝えるも
のとして、絵画や彫刻のように、芸術作品の一つのジャンルとして認
識されているものです。
　現在は1万点を超えるオリジナル・プリントを所蔵しており、教育機
関の付属施設としての所蔵点数は、十分に世界に誇れる点数です。

学習支援センター

●利用方法

厚木キャンパス13号館2階場 所

平日 12:00～18:30利用時間

数学、物理、化学、国語、英語その他相談科目

▲支援室

　学習支援センターでは、主に工学の基礎を勉強する上で皆さんが
感じるあらゆる質問や相談に、個別に対応します。日本語の指導や作
文添削もしていますので、留学生の方もぜひ利用してください。
例えば、
●  基礎が身についていないと感じたとき
●  授業でわからないことが出てきて困ったとき
●  勉強の仕方がよくわからないとき
●  大学に来たけど知的刺激が足りないなと思ったとき
そんなときには、ぜひ訪れてみてください。チューターの先生や先輩
たちが一人ひとりに親切に対応します。

　予約は必要ありません。
●  授業の先の発展的な知識
●  授業だけではわからないこと
●  授業では聞きにくいこと
　  何でもかまいません。“いつで
も”、“気軽に”、“まずは”、“とりあ
えず”学習支援センターを訪ねて
ください。

数学、物理、化学、国語の各先生方（チューター）１２：００～１８：００

　高校で豊富な教育経験のある、専任のチューターの先生方が常駐
して、高校や大学初歩レベルまでの内容の質問に対応します。

上級生と数学・物理・化学・英語の専任教員１２：３０～１８：３０

　数学、物理、化学、英語担当の本学教員や、大学院生などの先輩学
生で構成された学生チューターが常駐して、大学授業の内容に関す
る質問に対応します。

※各科目の詳しい対応時間割はホームページをご確認ください。
　http://www.t-kougei.ac.jp/engineering/lr/location/

学習支援センターについて

写大ギャラリーについて

細江英公先生

場 所
開 館 時 間
所 蔵 点 数

：中野キャンパス芸術情報館２Ｆ
：10：00 ～ 20：00（会期中無休・入場無料）
：約１万点

展覧会内容・会期等は本学ホームページでご確認ください。
http://www.shadai.t-kougei.ac.jp/

東京工芸大学芸術学部 写大ギャラリー

　本ギャラリーでは、過去には「ウィン・バロック展」のように海外の
著名写真家の初個展や、歴史的意義のある国内作家の写真展など、
数多くのユニークな展覧会を開催し、会期中には作家本人を招聘し
て授業を行ったり、一般向けのトークショーなどを実施してきまし
た。現在も年間５回程度の写真展を開催しています。
　学科を問わず、日常的に良質のアート作品に触れ、自身の作品制
作への手がかりを見つけにきてください。

施設概要

学生食堂 生協購買部

学生会館自販機コーナー（厚木キャンパス）

学生食堂・生協購買部

土月～金名　称

ＭＥＳＡ（メッサ）

閉店FUENTE（フェンテ） 土月～金名　称

ＳＥＲＶＩ（セルヴィ）厚木キャンパス

閉店STORE（ストア）中野キャンパス

※長期休暇中は営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

　厚木キャンパスには、生協運営の食堂が８号館１階と西エリアの学生

ホールに２箇所あります。８号館の食堂MESA（メッサ）はメインディッ

シュからデザートまで８０種類以上のメニューがあり、食べたいメ

ニューを自由に組み合わせることができます。また、学生ホールの食堂

FUENTE（フェンテ）は定食、丼、カレー、ラーメン、そば、うどん、パスタ

などの麺類を提供しています。

　どちらの食堂でもコンパ、パーティ、特注弁当のご予約もお受けして

いますのでご利用ください。 

 厚木キャンパス学生会館には自販機コーナーがあります。飲料、お

菓子、その他食べ物などの商品が利用できます。

　学生会館の開館時間 7:00～22:00

 中野キャンパスの2号館地下1階「プレイス」には学生食堂（B-Cafe）が

あります。「芸術にふさわしい環境づくり」という2号館建設コンセプ

トのもとに、都会の喧噪を忘れさせるような芸術に囲まれた佇まいの

中で、食事の時間をゆったりと過ごせる空間になっています。

　メニューは、ご飯・カレー・麺のセットメニューを基本に、多数のお惣

菜から好みのものを自身で組み合わせるチョイス方式を採用していま

す。すべてのセットが500円以下でリーズナブルなこと、そしてご飯と

お味噌汁が「お代わり自由」というのも嬉しいポイントです。また学内

に設置された「バーベキュースペース」への食材提供（肉パPlan）で、気

軽に学生同士でのバーベキューも楽しめます。

 厚木キャンパスには、８号館２階に生協店舗ＳＥＲＶＩ（セルヴィ）、

自販機、コピーコーナーがあります。中野キャンパスには２号館１階に

ストアがあります。

　ＳＥＲＶＩには勉学研究に必要な教科書、パソコン、パソコンソフト、

文具をはじめ、パン、弁当、ドリンク、食品等の販売から自動車教習所の

斡旋、ＪＲ乗車券、旅行等の受付（2018年度開始予定）を行っています。

　中野キャンパスのSTORE（ストア）では勉学研究に必要な教科書、

パソコン、パソコンソフト、文具等はもちろん、芸術系大学らしく画

材も多くそろえています。

　営業時間は下記のとおりです。

※土曜日の営業は、MESAのみの営業となりますのでご注意ください。
※長期休暇中は、営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

10：30～19：00 11：30～13：30

11：30～13：309：00～19：00

10：30～17：00

11：30～13：30

営業時間は次のようになっています。（2018年 現在）

土月～金名　称

B Cafe 11:30～14:30 閉店
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　本学の前身は東京写真短期大学という名称であり、略して「写大」
と呼ばれていたことがギャラリー名の由来です。1977年に校名が
現在の東京工芸大学に変更された後も、永年親しまれてきた「写大」
という呼び名を残し、現在に至っています。
　1975年に設立された本ギャラリーは、国内外の優れた写真作品
を展示・収集・研究する常設施設として、教育機関としてのみならず、
我が国の写真界の歴史を見ても、極めて先駆的な存在です。初代写
大ギャラリー運営委員長であり、現在は本学名誉教授である細江英
公先生は、2003年には英国王立写真協会から特別勲章を授与さ
れ、また、我が国の文化発展に対する永年の功績が認められ、2010
年には文化功労者として選出、平成29年秋の叙勲において「旭日重
光章」を受章しました。
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る上で最も効果的な教材として「オリジナル・プリント」を活用すべ
きだと考え、設立当時から日本ではまだまだ普及していなかった「オ
リジナル・プリント」の収集に逸早く取り組みました。
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どが入れられた、写真家の最終的な表現媒体としてのプリントを指
し、印刷物などからは感じられない、作者の息づかいまで伝えるも
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識されているものです。
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関の付属施設としての所蔵点数は、十分に世界に誇れる点数です。
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▲支援室

　学習支援センターでは、主に工学の基礎を勉強する上で皆さんが
感じるあらゆる質問や相談に、個別に対応します。日本語の指導や作
文添削もしていますので、留学生の方もぜひ利用してください。
例えば、
●  基礎が身についていないと感じたとき
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　  何でもかまいません。“いつで
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ください。

数学、物理、化学、国語の各先生方（チューター）１２：００～１８：００

　高校で豊富な教育経験のある、専任のチューターの先生方が常駐
して、高校や大学初歩レベルまでの内容の質問に対応します。

上級生と数学・物理・化学・英語の専任教員１２：３０～１８：３０

　数学、物理、化学、英語担当の本学教員や、大学院生などの先輩学
生で構成された学生チューターが常駐して、大学授業の内容に関す
る質問に対応します。

※各科目の詳しい対応時間割はホームページをご確認ください。
　http://www.t-kougei.ac.jp/engineering/lr/location/

学習支援センターについて

写大ギャラリーについて

細江英公先生

場 所
開 館 時 間
所 蔵 点 数

：中野キャンパス芸術情報館２Ｆ
：10：00 ～ 20：00（会期中無休・入場無料）
：約１万点

展覧会内容・会期等は本学ホームページでご確認ください。
http://www.shadai.t-kougei.ac.jp/

東京工芸大学芸術学部 写大ギャラリー

　本ギャラリーでは、過去には「ウィン・バロック展」のように海外の
著名写真家の初個展や、歴史的意義のある国内作家の写真展など、
数多くのユニークな展覧会を開催し、会期中には作家本人を招聘し
て授業を行ったり、一般向けのトークショーなどを実施してきまし
た。現在も年間５回程度の写真展を開催しています。
　学科を問わず、日常的に良質のアート作品に触れ、自身の作品制
作への手がかりを見つけにきてください。

施設概要

学生食堂 生協購買部

学生会館自販機コーナー（厚木キャンパス）

学生食堂・生協購買部

土月～金名　称

ＭＥＳＡ（メッサ）

閉店FUENTE（フェンテ） 土月～金名　称

ＳＥＲＶＩ（セルヴィ）厚木キャンパス

閉店STORE（ストア）中野キャンパス

※長期休暇中は営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

　厚木キャンパスには、生協運営の食堂が８号館１階と西エリアの学生

ホールに２箇所あります。８号館の食堂MESA（メッサ）はメインディッ

シュからデザートまで８０種類以上のメニューがあり、食べたいメ

ニューを自由に組み合わせることができます。また、学生ホールの食堂

FUENTE（フェンテ）は定食、丼、カレー、ラーメン、そば、うどん、パスタ

などの麺類を提供しています。

　どちらの食堂でもコンパ、パーティ、特注弁当のご予約もお受けして

いますのでご利用ください。 

 厚木キャンパス学生会館には自販機コーナーがあります。飲料、お

菓子、その他食べ物などの商品が利用できます。

　学生会館の開館時間 7:00～22:00

 中野キャンパスの2号館地下1階「プレイス」には学生食堂（B-Cafe）が

あります。「芸術にふさわしい環境づくり」という2号館建設コンセプ

トのもとに、都会の喧噪を忘れさせるような芸術に囲まれた佇まいの

中で、食事の時間をゆったりと過ごせる空間になっています。

　メニューは、ご飯・カレー・麺のセットメニューを基本に、多数のお惣

菜から好みのものを自身で組み合わせるチョイス方式を採用していま

す。すべてのセットが500円以下でリーズナブルなこと、そしてご飯と

お味噌汁が「お代わり自由」というのも嬉しいポイントです。また学内

に設置された「バーベキュースペース」への食材提供（肉パPlan）で、気

軽に学生同士でのバーベキューも楽しめます。

 厚木キャンパスには、８号館２階に生協店舗ＳＥＲＶＩ（セルヴィ）、

自販機、コピーコーナーがあります。中野キャンパスには２号館１階に

ストアがあります。

　ＳＥＲＶＩには勉学研究に必要な教科書、パソコン、パソコンソフト、

文具をはじめ、パン、弁当、ドリンク、食品等の販売から自動車教習所の

斡旋、ＪＲ乗車券、旅行等の受付（2018年度開始予定）を行っています。

　中野キャンパスのSTORE（ストア）では勉学研究に必要な教科書、

パソコン、パソコンソフト、文具等はもちろん、芸術系大学らしく画

材も多くそろえています。

　営業時間は下記のとおりです。

※土曜日の営業は、MESAのみの営業となりますのでご注意ください。
※長期休暇中は、営業時間が変更になります。
※学内行事の関係で変更になる場合があります。

10：30～19：00 11：30～13：30

11：30～13：309：00～19：00

10：30～17：00

11：30～13：30

営業時間は次のようになっています。（2018年 現在）

土月～金名　称

B Cafe 11:30～14:30 閉店
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管財・経理課

これだけは守って！
①エアコンはこまめに切ること。（室温は夏：28℃、冬：20℃）

②無駄なごみを出さないこと。

③大人としてのマナーを心がけること。

氏 名所 属職務名

中島　正勝中野キャンパス事務部（管財・経理課）防火管理者

小堤公太郎小堤電気管理事務所電気主任技術者

ワークス管理担当危険物取扱主任者

ワークス管理担当有機溶剤作業主任者

 管財・経理課では、皆さんが快適な学生生活を過ごせるようにキャ
ンパスの整備や維持をしています。
　一人ひとりが、環境問題などについて興味を持ち、ごみの削減や省
エネに協力しましょう。

氏 名所 属職務名

比江島俊浩生命環境化学科

牛久保智彦厚木キャンパス事務部（管財・経理課）

厚木キャンパス事務部（管財・経理課） 牛久保智彦

小林 信一電子機械学科

青柳　勇治（株）朝日工業社

高橋　峰夫高橋電気管理事務所電気主任技術者

水道技術管理者

危険物取扱主任者

防火・防災管理者

エネルギー管理員

特定高圧ガス取扱主任者

ATM

管財・経理課からのお知らせ

厚木キャンパス法定管理者 中野キャンパス法定管理者

公衆電話・郵便ポスト

コピーサービス

銀行ＡＴＭ等

取扱時間●

ゆうちょ銀行ATM三井住友銀行ATM

月  ～  金

──土・日・祝日

 コピー機は、以下の場所に設置されています。

●便利でお得なコピーカード（1枚1,000円で1,050円分使用できます）
  を生協購買部で販売しています。

白黒コピー機：

白黒コピー機：

８号館生協購買部（１枚１０円）

８号館生協購買部（１枚５０円）

学生ホール（１枚１０円）

2号館1階 STORE内（１枚１０円）

芸術情報館２階（１枚１０円）

カラーコピー機：

公衆電話は、以下の場所に設置されています。

厚木キャンパス

郵便ポストは厚木キャンパス正門前バスロータリーに設置

されています。

●

●

 厚木キャンパス正面通用門横に、三井住友銀行、ゆうちょ銀行のＡ

ＴＭ（自動現金預入・引出機）が設置されています。万一故障等が発生

した場合は、銀行または郵便局まで連絡してください。

9:00 ～ 19:00 9:00 ～ 18:00

9:00 ～ 17:00

１１号館前（国際電話対応）

厚木キャンパス

中野キャンパス

池の平ホテル

白樺高原ホテル

日～金：7,800円
土・休前日：11,040円

日～金：5,640円
土・休前日：8,880円

 観光協会に属するホテ
ル・旅館・ペンション・民宿・
ロッジ（合計40カ所以上）の
全てが利用できます。

※宿泊施設を指定しな
い場合は、学生に限り
一律2,500円になり
ます。

ホテル・旅館
ペンション・ロッジ・民宿

8,000円

5,000円

新潟県妙高高原
●妙高高原
  池の平温泉観光協会
利用料金

平・休日：
5,000～6,000円
休前日：
7,000～9,000円

情緒ある宿でのゼミ合宿や体育館・グランド・野球
場などの体育施設の手配まで充分おまかせ可能！

静岡県伊豆長岡温泉
●実篤の宿いづみ荘
利用料金

平・休日：3,480円
休前日：4,020円

BBQハウス新設！合宿のお客様に大人気！
音楽ホール充実！50 名様で貸切可！

千葉県南房総
●やまげん
利用料金

利用料金

●コンビニまで徒歩３分
●露天風呂あり  
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング  
●上諏訪駅より徒歩７分  

長野県諏訪湖
●諏訪湖ホテル

平日：4,500円
休前日：5,500円

利用料金

白樺湖近く
貸切天然温泉がある宿！
20名様～貸切可！（要相談）

長野県姫木平
●ペンションあーるいん

全室太平洋が一望でき、朝は水平線から真っ赤にのぼ
る朝日でお目覚めできます。

千葉県九十九里
●国民宿舎
  サンライズ
  九十九里

4,000円～6,150円
※利用者数2名以上
　冬季利用の場合は
　暖房費加算あり

利用料金

 観光協会に属する民宿のすべてが利用できます。
自然溢れる尾瀬高原に程近く、近隣の体育施設や温
泉施設も充実しています。

福島県尾瀬
●尾瀬檜枝岐
  温泉観光協会

 グループに属する池の平ホ
テル・白樺高原ホテル、及びレ
ジャー施設等が利用できます。
※レジャー施設も協定の割引
料金で利用できます。

長野県
●白樺リゾート
  池の平ホテル
  白樺高原ホテル
利用料金

通常期
平日：4,710～6,870円
土日祝：
5,250～7,410円
※利用者数5名以上

利用料金

●コンビニまで徒歩 8分
●30 名収容の大浴場あり
　　　　　　　　( 温泉 )
●夕食・朝食セットメニュー
●自然体験プログラムあり

栃木県那須高原
●那須オオシマ
  フォーラム

通常期
平・休日：3,630～4,710円
休前日：4,170～4,710円

利用料金

平日：4,900円
休前日：7,090円

 本学では、以下の施設とリゾート契約を結んでいます。お得な協定料金となっていますので、ぜひ利用してください。どの施設を利用する場合も、
大学から本人１人１泊につき３,０００円の利用補助が出ますので、下表の利用料金で利用する事ができます。（原則１回につき１人２泊３日まで）利用
の申し込みは利用希望日の２週間前までに、学生課にて行ってください。それぞれの施設の設定除外日についてはお問い合わせください。

相談窓口 学生課※最新情報はホームページを見てください。

伊豆最大級の22面のテニスコートやその他多数の
スポーツ施設を完備。

静岡県東伊豆
●伊豆稲取
  スポーツヴィラ
利用料金

平・休日：
6,600～8,800円
休前日：
9,800～14,150円

芦ノ湖と箱根の山なみ、この変化に富んだ景観と豊かな自然
が息づく湖尻高原の中心、深い緑につつまれた当ホテルは
湖尻・桃源台に近く、箱根めぐりにも絶好のロケーション。

神奈川県箱根湖尻
●箱根高原ホテル

伊豆長岡温泉の中心に位置し、温泉情緒豊かな雰囲
気に包まれた和風温泉です。館内には500点余の書
画を展示し、ゆったりと美術鑑賞ができます。

静岡県伊豆長岡温泉
●小松家 八の坊

●コンビニまで徒歩４分
●夕食・朝食バイキング
●テニスコート
　（オムニコート）４面あり
●露天風呂あり 

山梨県石和温泉
●春日居
  びゅーほてる
利用料金

雄大な富士山と緑の自然に囲まれた環境の中、セミナーハ
ウス、グランド、体育館、テニスコート、フットサルコートを完
備。ゼミ合宿・スポーツ合宿に最適の施設です。

山梨県河口湖
●富士緑の休暇村

●コンビニまで徒歩1分
●夕食は和会席・朝食バイキング
●源泉かけ流しの露天風呂
●石和温泉駅より徒歩5分

山梨県石和温泉
●華やぎの章 慶山
利用料金

越後湯沢を代表する充実
ファシリティー！首都圏か
らわずか 80 分でリゾート
ミーティング！

新潟県越後湯沢温泉
●NASPA
  ニューオータニ
利用料金

平日：5,700～6,200円
休前日：6,800～7,300円

利用料金

※利用者数10名以上

平日：5,790円
休前日：6,870円

●コンビニまで車で5分
●豊かな自然に囲まれたリゾートコテージ
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング
●温泉大浴場・サウナあり

静岡県伊豆高原
●ルネッサ赤沢
利用料金
通常期
平・休日：5,250～6,330円
休前日：5,790～8,490円
※利用者数 2名以上

平・休日：5,000円
休前日：7,200円
※利用者数 4名以上

利用料金
※利用者数2名以上

利用料金

※利用者数10名以上

平・休日：
5,300～6,800円
休前日：
10,700～13,300円

平日：4,020～6,180円
休前日：6,180円

東京工芸大学リゾート施設

体育館・会議室多数あり！

山梨県西湖
● HAMAYOUリゾート
  レイクホテル西湖

4,020～5,100円

利用料金

平日：5,000～6,000円
休前日：8,000～9,000円
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管財・経理課

これだけは守って！
①エアコンはこまめに切ること。（室温は夏：28℃、冬：20℃）

②無駄なごみを出さないこと。

③大人としてのマナーを心がけること。

氏 名所 属職務名

中島　正勝中野キャンパス事務部（管財・経理課）防火管理者

小堤公太郎小堤電気管理事務所電気主任技術者

ワークス管理担当危険物取扱主任者

ワークス管理担当有機溶剤作業主任者

 管財・経理課では、皆さんが快適な学生生活を過ごせるようにキャ
ンパスの整備や維持をしています。
　一人ひとりが、環境問題などについて興味を持ち、ごみの削減や省
エネに協力しましょう。

氏 名所 属職務名

比江島俊浩生命環境化学科

牛久保智彦厚木キャンパス事務部（管財・経理課）

厚木キャンパス事務部（管財・経理課） 牛久保智彦

小林 信一電子機械学科

青柳　勇治（株）朝日工業社

高橋　峰夫高橋電気管理事務所電気主任技術者

水道技術管理者

危険物取扱主任者

防火・防災管理者

エネルギー管理員

特定高圧ガス取扱主任者

ATM

管財・経理課からのお知らせ

厚木キャンパス法定管理者 中野キャンパス法定管理者

公衆電話・郵便ポスト

コピーサービス

銀行ＡＴＭ等

取扱時間●

ゆうちょ銀行ATM三井住友銀行ATM

月  ～  金

──土・日・祝日

 コピー機は、以下の場所に設置されています。

●便利でお得なコピーカード（1枚1,000円で1,050円分使用できます）
  を生協購買部で販売しています。

白黒コピー機：

白黒コピー機：

８号館生協購買部（１枚１０円）

８号館生協購買部（１枚５０円）

学生ホール（１枚１０円）

2号館1階 STORE内（１枚１０円）

芸術情報館２階（１枚１０円）

カラーコピー機：

公衆電話は、以下の場所に設置されています。

厚木キャンパス

郵便ポストは厚木キャンパス正門前バスロータリーに設置

されています。

●

●

 厚木キャンパス正面通用門横に、三井住友銀行、ゆうちょ銀行のＡ

ＴＭ（自動現金預入・引出機）が設置されています。万一故障等が発生

した場合は、銀行または郵便局まで連絡してください。

9:00 ～ 19:00 9:00 ～ 18:00

9:00 ～ 17:00

１１号館前（国際電話対応）

厚木キャンパス

中野キャンパス

池の平ホテル

白樺高原ホテル

日～金：7,800円
土・休前日：11,040円

日～金：5,640円
土・休前日：8,880円

 観光協会に属するホテ
ル・旅館・ペンション・民宿・
ロッジ（合計40カ所以上）の
全てが利用できます。

※宿泊施設を指定しな
い場合は、学生に限り
一律2,500円になり
ます。

ホテル・旅館
ペンション・ロッジ・民宿

8,000円

5,000円

新潟県妙高高原
●妙高高原
  池の平温泉観光協会
利用料金

平・休日：
5,000～6,000円
休前日：
7,000～9,000円

情緒ある宿でのゼミ合宿や体育館・グランド・野球
場などの体育施設の手配まで充分おまかせ可能！

静岡県伊豆長岡温泉
●実篤の宿いづみ荘
利用料金

平・休日：3,480円
休前日：4,020円

BBQハウス新設！合宿のお客様に大人気！
音楽ホール充実！50 名様で貸切可！

千葉県南房総
●やまげん
利用料金

利用料金

●コンビニまで徒歩３分
●露天風呂あり  
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング  
●上諏訪駅より徒歩７分  

長野県諏訪湖
●諏訪湖ホテル

平日：4,500円
休前日：5,500円

利用料金

白樺湖近く
貸切天然温泉がある宿！
20名様～貸切可！（要相談）

長野県姫木平
●ペンションあーるいん

全室太平洋が一望でき、朝は水平線から真っ赤にのぼ
る朝日でお目覚めできます。

千葉県九十九里
●国民宿舎
  サンライズ
  九十九里

4,000円～6,150円
※利用者数2名以上
　冬季利用の場合は
　暖房費加算あり

利用料金

 観光協会に属する民宿のすべてが利用できます。
自然溢れる尾瀬高原に程近く、近隣の体育施設や温
泉施設も充実しています。

福島県尾瀬
●尾瀬檜枝岐
  温泉観光協会

 グループに属する池の平ホ
テル・白樺高原ホテル、及びレ
ジャー施設等が利用できます。
※レジャー施設も協定の割引
料金で利用できます。

長野県
●白樺リゾート
  池の平ホテル
  白樺高原ホテル
利用料金

通常期
平日：4,710～6,870円
土日祝：
5,250～7,410円

利用料金

●コンビニまで徒歩 8分
●30 名収容の大浴場あり
　　　　　　　　( 温泉 )
●夕食・朝食セットメニュー
●自然体験プログラムあり

栃木県那須高原
●那須オオシマ
  フォーラム

通常期
平・休日：3,630～4,710円
休前日：4,170～4,710円

利用料金

平日：4,900円
休前日：7,090円

 本学では、以下の施設とリゾート契約を結んでいます。お得な協定料金となっていますので、ぜひ利用してください。どの施設を利用する場合も、
大学から本人１人１泊につき３,０００円の利用補助が出ますので、下表の利用料金で利用する事ができます。（原則１回につき１人２泊３日まで）利用
の申し込みは利用希望日の２週間前までに、学生課にて行ってください。それぞれの施設の設定除外日についてはお問い合わせください。

相談窓口 学生課※利用料金等は変更される場合があります。
　最新情報はお問い合わせください。

伊豆最大級の22面のテニスコートやその他多数の
スポーツ施設を完備。

静岡県東伊豆
●伊豆稲取
  スポーツヴィラ
利用料金

平・休日：
6,600～8,800円
休前日：
9,800～14,150円

芦ノ湖と箱根の山なみ、この変化に富んだ景観と豊かな自然
が息づく湖尻高原の中心、深い緑につつまれた当ホテルは
湖尻・桃源台に近く、箱根めぐりにも絶好のロケーション。

神奈川県箱根湖尻
●箱根高原ホテル

伊豆長岡温泉の中心に位置し、温泉情緒豊かな雰囲
気に包まれた和風温泉です。館内には500点余の書
画を展示し、ゆったりと美術鑑賞ができます。

静岡県伊豆長岡温泉
●小松家 八の坊

●コンビニまで徒歩４分
●夕食・朝食バイキング
●テニスコート
　（オムニコート）４面あり
●露天風呂あり 

山梨県石和温泉
●春日居
  びゅーほてる
利用料金

雄大な富士山と緑の自然に囲まれた環境の中、セミナーハ
ウス、グランド、体育館、テニスコート、フットサルコートを完
備。ゼミ合宿・スポーツ合宿に最適の施設です。

山梨県河口湖
●富士緑の休暇村

●コンビニまで徒歩1分
●夕食は和会席・朝食バイキング
●源泉かけ流しの露天風呂
●石和温泉駅より徒歩5分

山梨県石和温泉
●華やぎの章 慶山
利用料金

越後湯沢を代表する充実
ファシリティー！首都圏か
らわずか 80 分でリゾート
ミーティング！

新潟県越後湯沢温泉
●NASPA
  ニューオータニ
利用料金

平日：5,700～6,200円
休前日：6,800～7,300円

利用料金
平日：5,790円
休前日：6,870円

●コンビニまで車で5分
●豊かな自然に囲まれたリゾートコテージ
●夕食はセットメニュー・朝食バイキング
●温泉大浴場・サウナあり

静岡県伊豆高原
●ルネッサ赤沢
利用料金
通常期
平・休日：5,250～6,330円
休前日：5,790～8,490円

平・休日：5,000円
休前日：7,200円

利用料金

利用料金

平・休日：
5,300～6,800円
休前日：
10,700～13,300円

平日：4,020～6,180円
休前日：6,180円

東京工芸大学リゾート施設

体育館・会議室多数あり！

山梨県西湖
● HAMAYOUリゾート
  レイクホテル西湖

4,020～5,100円

利用料金

平日：5,000～6,000円
休前日：8,000～9,000円
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