
物件をお探しの方へ

本ページでは法政大学に登録している物件を紹介しています。

主に多摩キャンパス所属学生を対象とした物件です。

■紹介手順

①物件を探す

〇次ページの物件一覧で概要を確認し，希望する物件名称を

クリックする。

〇物件の場所（所在地）、家賃、設備等の詳細を確認する。

②下見の手配

〇多摩学生生活課に連絡し，登録物件の下見を希望している旨を

伝える。

〇大学から送付される「アパート下見申込書」に必要事項を

記入し，返送する。

〇各物件の担当者に連絡を行い、日時等を調整のうえで下見を行う。

③契約の申込み

〇契約を希望する場合は物件の担当者に連絡する。

〇契約においては大学は仲介を行いません。

■注意事項

〇紹介は本学学生，または本学入学予定者に限ります。

学生センター多摩学生生活課
〒194-0298 東京都町田市相原町4342

TEL：042-783-2152 FAX：042-783-2154



最寄り駅～物件 物件～法政大学

1 セントラルコーポ
〒191-0016

東京都日野市神明3-7-19
中央線日野駅徒歩6分 徒歩6分＋電車10分＋バス30分

32年

（改装後10年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥33,000～￥36,000

2 メゾン・ド・ジュンヌ暁
〒192-0043

東京都八王子市暁町1-37-7
中央線八王子駅バス10分＋徒歩2分 徒歩2分＋バス35分 37年 洋式16㎡ ￥27,000～￥28,000

3 カレッジタウン
〒192-0045

東京都八王子市大和田町6-1-12
京王線京王八王子駅徒歩11分 徒歩17分＋電車バス33分 33年

洋式17.21～17.54㎡

キッチン1.3㎡
￥46,000～￥54,000

4 トーエイロイヤルメゾン明神
〒192-0046

東京都八王子市明神町4-17-11
京王線京王八王子駅徒歩4分 徒歩20分＋バス5分

32年

（改装後17年）
洋式15.39㎡ ￥45,000~￥50,000

5 クレープマートル
〒192-0061

東京都八王子市平岡町18-10

中央線八王子駅徒歩23分

中央線八王子駅バス7分＋徒歩3分
徒歩23分＋電車3分＋バス30分

35年

（改装後13年）

洋式17～20㎡

キッチン2㎡
￥46,000～￥50,000

6 コーポ若本
〒192-0902

東京都八王子市上野町11-5
中央線八王子駅徒歩13分 徒歩13分＋バス40分 35年

洋式7.7㎡

キッチン1㎡
￥46,000

7 コーポ若本
〒192-0902

東京都八王子市上野町11-5
中央線八王子駅徒歩13分 徒歩13分＋バス40分 35年

洋式6㎡

キッチン1㎡
￥38,000

11 パークサイドＢ
〒193-0824

東京都八王子市長房町1308
中央線・京王線高尾駅徒歩12分 徒歩12分＋電車バス23分

26年

（改装後10年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥35,000～￥38,000

12 コーポ美多摩Ｄ
〒193-0824

東京都八王子市長房町1377
中央線西八王子駅バス10分＋徒歩2分 徒歩2分＋バス電車32分

36年

（改装後23年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥29,000～￥30,000

13 コーポ美多摩Ａ
〒193-0824

東京都八王子市長房町1378
中央線西八王子駅バス10分＋徒歩2分 徒歩2分＋バス電車32分

40年

（改装後25年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥29,000

14 コーポ二葉2号Ａ
〒193-0824

東京都八王子市長房町1547-1
中央線高尾駅徒歩12分 徒歩12分＋電車バス23分

34年

（改装後11年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥25,000

15 コーポ二葉2号Ｂ
〒193-0824

東京都八王子市長房町1547-1
中央線高尾駅徒歩12分 徒歩12分＋電車バス23分

35年

（改装後12年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥27,000～￥29,000

16 ヤングインミナセ
〒193-0824

東京都八王子市長房町2-1
中央線西八王子駅徒歩13分 徒歩13分＋バス25分 31年 洋式26.4㎡ ￥40,000

17 コート吉野
〒193-0824

東京都八王子市長房町2-1
中央線西八王子駅徒歩13分 徒歩13分＋バス25分 35年 洋式17.39㎡ ￥30,000～￥31,000

18 ウィニングコーポ
〒193-0832

東京都八王子市散田町2-31-4
中央線西八王子駅徒歩15分 徒歩15分＋バス25分 29年 洋式17.39㎡ ￥28,500～￥29,500

19 松本ビル
〒193-0832

東京都八王子市散田町3-15-23
中央線西八王子駅徒歩7分 徒歩1分＋バス19分

29年

（改装後14年）

洋式17.05㎡

キッチン0.6㎡
￥40,000

20 瀬沼ビル
〒193-0832

東京都八王子市散田町3-17-18
中央線西八王子駅徒歩3分 徒歩3分＋バス25分 29年 洋式17.01㎡ ￥35,000～￥36,000

21 アーバンハイツ西八王子
〒193-0832

東京都八王子市散田町3-20-18
中央線西八王子駅徒歩4分 徒歩4分＋バス25分 33年 洋式19㎡ ￥35,000～￥39,000

22 田沢ビル
〒193-0832

東京都八王子市散田町3-9-19
中央線西八王子駅徒歩2分 徒歩2分＋バス22分

29年

（改装後7年）

洋式11.0～11.3㎡

キッチン2㎡
￥47,000～￥51,000

23 散東マンション
〒193-0832

東京都八王子市散田町3-9-8
中央線西八王子駅徒歩3分 徒歩3分＋バス22分 40年 洋式19.84㎡ ￥38,000～￥40,000

24 豊徳エルム２４８
〒193-0835

東京都八王子市千人町1-12-3
中央線西八王子駅徒歩4分 徒歩4分＋バス22分 25年 洋式23.37㎡ ￥55,000

25 FLEX西八王子
〒193-0835

東京都八王子市千人町2-1-1
中央線西八王子駅徒歩2分 徒歩２分＋バス22分

29年

（改装後10年）

洋式17.00～18.86㎡

キッチン２帖
￥40,000

26 FLEX西八王子
〒193-0835

東京都八王子市千人町2-1-1
中央線西八王子駅徒歩3分 徒歩3分＋バス22分

29年

（改装後10年）
洋式17.30㎡ ￥40,000

27 第２二葉ビル
〒193-0835

東京都八王子市千人町2-17-1
中央線西八王子駅徒歩2分 徒歩２分＋バス22分

32年

（改装後23年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥42,000

28 プレデンシャル千人町
〒193-0835

東京都八王子市千人町2-4-4
中央線西八王子駅徒歩3分 徒歩3分＋バス25分 14年 洋式24.00～24.93㎡ ￥61,000～￥66,000

29 二葉ビル
〒193-0835

東京都八王子市千人町4-3-2
中央線西八王子駅徒歩4分 徒歩4分＋バス22分

40年

（改装後10年）

洋式6帖

キッチン2帖
￥30,000～￥33,000

30 ガーデニアゴトウ
〒193-0835

東京都八王子市千人町4-3-23
中央線西八王子駅徒歩6分 徒歩6分＋バス22分 35年

洋式19.30㎡

キッチン3帖
￥38,000

31 シティーエフ
〒193-0835

東京都八王子市千人町4-3-3
中央線西八王子駅徒歩4分 徒歩4分＋バス22分 24年

洋式6帖

キッチン2帖
￥30,000

32 豊徳エルム高尾
〒193-0835

東京都八王子市東浅川町527-6
京王高尾線狭間駅徒歩7分 徒歩7分＋電車2分＋バス20分 38年 洋式18.84㎡ ￥41,000～￥42,000

33 パレットEZOE
〒193-0843

東京都八王子市廿里町40-3
中央線高尾駅4分 徒歩4分＋電車3分＋バス15分 32年 洋式19.50㎡ ￥34,000～￥36,000

34 栄コーポ
〒193-0931

東京都八王子市台町4-34-12
中央線西八王子駅徒歩6分 徒歩６分＋バス22分 38年 洋式21.51㎡ ￥37,000

35 シャローム２４８
〒193-0931

東京都八王子市台町4-45-11
中央線西八王子駅徒歩２分 徒歩２分＋バス22分 31年 洋式21.68㎡ ￥35,000

36 アルカディア西八王子
〒193-0931

東京都八王子市台町4-45-15
中央線西八王子駅徒歩２分 徒歩2分＋バス22分 31年 洋式29.81㎡ ￥65,000

37 パティスリースチュディオ
〒193-0931

東京都八王子市台町4-45-7
中央線西八王子駅徒歩2分 徒歩2分＋バス22分 16年 洋式20.01㎡ ￥59,000

38 豊徳エルム台町
〒193-0931

東京都八王子市台町4-47-3
中央線西八王子駅徒歩2分 徒歩2分＋バス22分 15年 洋式27.06㎡ ￥75,000

39 豊徳エルム２４８南
〒193-0931

東京都八王子市台町4-47-8
中央線西八王子駅徒歩1分 徒歩1分＋バス22分 17年 洋式30.83㎡ ￥75,000

40 ハンドレッドハイム追分
〒193-0931

東京都八王子市追分町15-9
中央線西八王子駅徒歩11分 徒歩11分＋バス22分 30年 洋式16.02㎡ ￥29,000

41 コーポ・ケン
〒193-0942

東京都八王子市椚田町536-10
京王高尾線めじろ台駅徒歩8分 徒歩3分＋バス15分 20年 洋式24㎡ ￥49,000

42 サウザントハウスⅠ
〒193-0942

東京都八王子市椚田町537-9
京王高尾線めじろ台駅徒歩9分 徒歩5分＋バス10分 35年

洋式16.17㎡

キッチン2㎡
￥43,000

43 サウザントハウスⅡ
〒193-0942

東京都八王子市椚田町592-30
京王高尾線めじろ台駅徒歩8分 徒歩5分＋バス10分 30年

洋式17.95～20.42㎡

キッチン2～3帖
￥46,000

44 ルメルシェ
〒193-0943

東京都八王子市寺田町247-1
京王高尾線めじろ台駅徒歩20分／バス6分＋徒歩1分 徒歩1分＋バス6分 27年

洋式17.16㎡

キッチン2帖
￥29,000

45 トレセリア椚田
〒193-0944

東京都八王子市椚田町198-14
京王高尾線狭間駅徒歩15分 徒歩5分＋バス10分 8年 洋式21.37㎡ ￥50,000～￥52,000

46 プラムハイム市川２
〒194-0211

東京都町田市相原町3243
横浜線相原駅バス10分＋徒歩1分 徒歩16分／バス5分／自転車10分 24年

洋式20㎡

キッチン4㎡
￥32,000

47 プラムハイム市川１
〒252-0101

神奈川県相模原市緑区町屋3-1-2

横浜線・京王相模原線 橋本駅バス15分＋徒歩10分

横浜線 相原駅バス10分＋徒歩8分
徒歩20分／バス5分／自転車10分 26年

洋式20㎡

キッチン4㎡
￥34,000～￥35,000

48 セイシンビルⅠ
〒252-0143

神奈川県相模原市緑区橋本7-2-22
横浜線橋本・相原駅徒歩10分 徒歩10分＋バス15分 29年 洋式18.2㎡ ￥35,000

49 メゾンドエストラード
〒252-0144

神奈川県相模原市緑区東橋本2-7-1
京王相模原線・横浜線 橋本駅徒歩11分 徒歩11分＋バス22分 23年

洋式16.17㎡

キッチン0.5㎡
￥29,000

50 トゥ・ル・モンド
〒252-0211

神奈川県相模原市緑区町屋3-18-29
横浜線相原駅バス10分＋2分 徒歩20分

15年

（改装後3年）
洋式25.5㎡ ￥74,400

※ 物件名称をクリックすると、物件ごとの詳細がご覧になれます。

※ 主に多摩キャンパス所属学生を対象とした物件です。

2021年2月10日更新

法政大学 登録家主物件一覧

No 物件名称 所在地
交通

築年数 様式・広さ 家賃（家賃＋共益費）

https://www.hosei.ac.jp/application/files/1316/1274/2129/01.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2916/1274/2131/02.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1116/1274/2133/03.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3616/1274/2134/04.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7816/1274/2136/05.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2216/1274/2136/06.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2216/1274/2138/07.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/4316/1274/2142/11.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5316/1274/2142/12.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7816/1274/2147/13.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9216/1274/2147/14.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9216/1274/2147/14.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9216/1274/2147/14.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3416/1274/2151/15.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3416/1274/2151/15.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3416/1274/2151/15.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5216/1274/2150/16.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7016/1274/2154/17.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1716/1274/2155/18.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/4916/1274/2158/19.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6716/1274/2159/20.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3816/1274/2167/21.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6216/1274/2083/22.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3416/1274/2081/23.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1616/1274/2084/24.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7116/1274/2088/25.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7116/1274/2088/25.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6916/1274/2087/26.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6916/1274/2087/26.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2616/1274/2091/27.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2616/1274/2091/28.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3516/1274/2094/29.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/8816/1274/2095/30.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/8816/1274/2096/31.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/7516/1274/2099/32.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5516/1274/2100/33.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5516/1274/2100/33.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/8316/1274/2103/34.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/3816/1274/2104/35.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2016/1274/2106/36.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1616/1274/2107/37.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5416/1274/2108/38.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5516/1274/2110/39.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6716/1274/2111/40.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/4216/1274/2115/41.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6616/1274/2114/42.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/2516/1274/2119/43.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5816/1274/2117/44.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/5416/1274/2120/45.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/9816/1274/2121/46.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/6616/1274/2123/47.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/1416/1274/2125/48.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/4816/1274/2126/49.pdf
https://www.hosei.ac.jp/application/files/8916/1274/2127/50.pdf

