
学生マンションのご案内
名古屋造形大学



名古屋造形大学キャンパス周辺学生マンション

Ｍ６-ウイステリア千種

Ｍ２-Ｓ・Ｖ丸の内

Ｍ３-Ｌｉｖｒｅ久屋

Ｍ１-ヴェッセル幅下

Ｍ９-セレスティアル大曽根

名古屋造形大学

学校まで 自転車９分（２，２５０ｍ）

Ｍ４-ルーチェ栄

Ｍ７-フォルトゥーナ上前津

Ｍ８-エルメディオ千種

Ｍ５-クレストナゴヤ

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。

学校まで 自転車９分（２，２５０ｍ）

M2

Atype:1F～9F(44室) ●専有面積23.88㎡～24.53㎡ ●居室8.1帖～8．2帖

【エス・ヴィ マルノウチ】

S・V丸の内 ●地下鉄鶴舞線／丸の内駅 徒歩1分
●地下鉄桜通線／丸の内駅 徒歩5分

名古屋駅まで自転車7分(1,660ｍ)、繁華街「栄」まで自転車7分(1,650ｍ)の好立地です。
■愛知県名古屋市中区丸の内2‐1‐23
■1991年1月完成
■鉄骨造11F
■賃貸戸数 52室
Atype:1F～11F(32室) ●専有面積17.32㎡ ●居室6.9帖

月額
賃料 32,000円～40,000円
敷金●70,000円／契約時お預り、なし(選択制) 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分 鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込)
町内会費●1,200円／年(非課税) 共益費●7,000円／月
水道料(洗濯機置場なし)●1,650円／月(税込)
水道料(洗濯機置場あり)●2,200円／月(税込)
ゴミ処理代●660円(税込) 契約期間●1年 ※保証委託必須
※敷金なしの場合、契約時に退去時清掃費用38,500円(税込)が発生致します。

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■防犯モニター／駐輪場／バイク置場(50ccのみ)／エレベーター／コ
インランドリー(有料)／IHコンロ(1口)／電気給湯／洗濯機置場(一部)／エ
アコン／シューズケース／吊棚／タイルカーペット(一部)／クッションフロア
(一部)／インターネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

M1
【ヴェッセルハバシタ】

ヴェッセル幅下 ●地下鉄鶴舞線／浅間町駅 徒歩7分
●市バス／明道町停 徒歩2分

名古屋駅まで自転車6分(1,435ｍ)。近くには商店街があり生活しやすいエリアです。
■愛知県名古屋市西区幅下2‐16‐5
■2013年3月完成
■鉄筋コンクリート造9F
■賃貸戸数 44室

月額
賃料 49,000円～56,000円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし 礼金●月額賃料1ヵ月分
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込)
町内会費●3,600円／年(非課税)
共益費●7,000円／月 ゴミ処理代●660円(税込)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■防犯モニター／駐輪場／バイク置場(50ccのみ)／BS／エレベー
ター／洗面化粧台(ハンドシャワー付)／ラジエントヒーター(1口)／IHコンロ
(1口)／電気給湯／エアコン／中扉／フローリング調硬質フロア／インター
ネット(有料)／防犯シャッター(1Fのみ)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

Atype

Atype:1F～9F(44室) ●専有面積23.88㎡～24.53㎡ ●居室8.1帖～8.2帖



学校までのアクセス
自転車1４分（3,４00ｍ）

学校までのアクセス
自転車1５分（3,７00ｍ）

学校までのアクセス
自転車１７分（4,200ｍ）

学校までのアクセス
自転車17分（4,100ｍ）

学校までのアクセス
自転車18分（4,500ｍ）

※ご契約には保証会社利用が必須となり、別途保証料金が必要です。ご案内できる保証会社及びプランによって金額は変動いたしますので、詳細については担当店までお問い合わせください。

学校まで 自転車１０分（２，３００ｍ）

M4

M6

M7 M8

M9

Atype:3F～10F(16室) ●専有面積21.89㎡～22.44㎡ ●居室8.1帖～8.2帖

学校までのアクセス
自転車７分（１,７50ｍ）M3 【リーブルヒサヤ】

Livre久屋 ●地下鉄桜通線・名城線／久屋大通駅 徒歩3分
●地下鉄東山線／栄駅 徒歩9分

名古屋で人気のショッピングエリア「栄」まで徒歩9分(700ｍ)です。
■愛知県名古屋市中区丸の内3‐16‐8
■2000年3月完成
■鉄骨鉄筋コンクリート造10F
■賃貸戸数 40室

月額
賃料 49,000円～52,500円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし 礼金●なし
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●1,200円／年(非課税)
共益費●6,000円／月 水道料●2,200円／月(税込)
ゴミ処理代●660円(税込)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■防犯モニター／駐輪場／CATV(有料)／エレベーター／温水洗
浄便座／ラジエントヒーター(2口)／電気給湯／エアコン／シューズケー
ス／吊棚／中扉／居室照明(LED)／クッションフロア(一部)／フローリン
グ調硬質フロア(一部)／インターネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

【ルーチェサカエ】

ルーチェ栄 ●地下鉄名城線／矢場町駅 徒歩6分
●地下鉄東山線／栄駅 徒歩15分

学生専用フロアのご用意がございます！オール電化のマンションです。
■愛知県名古屋市中区栄5‐21‐18
■2005年3月完成
■鉄筋コンクリート造9F
■賃貸戸数 142室

月額
賃料 49,000円～60,000円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分／契約時
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●2,400円／年(非課税)
共益費●7,000円／月 水道料●2,310円／月(税込)
ゴミ処理代●880円(税込) CATV代●515円／月(非課税)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■駐輪場／バイク置場／駐車場(有料・別途契約)／CATV(有料)／エレベーター
／宅配BOX／自動販売機／TVモニターホン／洗面化粧台／ラジエントヒーター(2口)
／電気給湯／温水洗浄便座(一部)／エアコン／中扉／クッションフロア／インター
ネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

Atype:3F～10F(16室) ●専有面積21.89㎡～22.44㎡ ●居室8.1帖～8.2帖 Atype:2F～9F(142室) ●専有面積23.56㎡～24.07㎡ ●居室7.3帖

【クレストナゴヤ】

クレストナゴヤ
●地下鉄東山線／亀島駅 徒歩4分
●JR線・地下鉄桜通線／名古屋駅 徒歩8分

名古屋駅まで徒歩8分(600ｍ)の好立地。近くにイオンモールがございます。
■愛知県名古屋市西区牛島町2‐13
■1995年3月完成
■鉄骨造9F
■賃貸戸数 121室

月額
賃料33,000円～44,000円
敷金●70,000円／契約時お預り、なし(選択制) 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分／契約時
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●420円／年(非課税)
共益費●6,000円／月 水道料(洗濯機置場なし)●1,650円／月(税込)
水道料(洗濯機置場あり)●2,200円／月(税込)
ゴミ処理代●660円(税込) 給湯基本料●1,729円／月(非課税)
給湯使用料●検針により実費請求／月 契約期間●1年 ※保証委託必須
※敷金なしの場合、契約時に退去時清掃費用35,200円(税込)が発生致します。

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■駐輪場／モニターホン／宅配BOX／エレベーター／コインランドリー／IHコンロ
(1口・一部)／ラジエントヒーター(1口・一部)／ヒーツ給湯／居室照明(LED)／洗濯機置
場(一部)／エアコン／吊棚／タイルカーペット(一部)／フローリング調硬質フロア(一
部)／インターネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

M5

Atype:2F～12F(121室) ●専有面積17.81㎡ ●居室6.9帖

【ウイステリアチクサ】

ウイステリア千種
●地下鉄東山線・ＪＲ中央線／千種駅

徒歩3分
●地下鉄桜通線／車道駅 徒歩5分

賃料＋1,000円で家電3点(冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機)設置できます。
■愛知県名古屋市東区葵3‐14‐22
■2003年3月完成
■鉄骨鉄筋コンクリート造10F
■賃貸戸数 63室

月額
賃料 52,000円～56,000円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分／契約時
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●1,200円／年(非課税)
共益費●6,000円／月 水道料●2,200円／月(税込)
ゴミ処理代●660円(税込) 契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■駐輪場／バイク置場(50ccのみ)／エレベーター／ラジエントヒー
ター(2口)／ガス給湯／エアコン／シューズケース／中扉／温水洗浄便
座／居室照明(LED)／クッションフロア／インターネット(有料)／都市ガス

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

Atype:2F～10F(18室) ●専有面積24.26㎡ ●居室7.9帖

【フォルトゥーナカミマエヅ】

フォルトゥーナ上前津

●地下鉄鶴舞線／上前津駅
徒歩3分

●地下鉄名城線／上前津駅
徒歩3分

名古屋で人気の商店街「大須商店街」まで徒歩4分(250ｍ)です。
■愛知県名古屋市中区上前津1‐9‐12
■2002年3月完成
■鉄筋コンクリート造9F
■賃貸戸数 42室

月額
賃料 55,000円～59,500円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分／契約時
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●1,800円／年(非課税)
共益費●6,600円／月 水道料●2,200円／月(税込)
ゴミ処理代●660円(税込) CATV代●550円／月(非課税)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■防犯モニター／駐輪場／CATV(有料)／エレベーター／宅配BOX／洗面化粧台
／ラジエントヒーター(2口)／電気給湯／温水洗浄便座(一部)／浴室乾燥機(一部)／
エアコン／シューズケース／吊棚／中扉／クッションフロア(一部)／フローリング調硬
質フロア(一部)／インターネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

Atype:2F～7F(36室) ●専有面積23.88㎡ ●居室7.3帖

【エルメディオチクサ】

エルメディオ千種

●地下鉄東山線・桜通線／今池駅
徒歩4分

●地下鉄東山線・ＪＲ中央線／千種駅
徒歩5分

2019年2月完成。学生専用フロアあり、インターネット代無料のマンションです。
■愛知県名古屋市千種区内山3‐12‐15
■2019年2月完成
■鉄筋コンクリート造10F
■賃貸戸数 180室

月額
賃料 65,500円～68,000円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし 礼金●なし
鍵交換費用●22,000円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●1,200円／年(非課税)
共益費●8,000円／月 ゴミ処理代●1,100円(税込)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■駐輪場／BS／CS／宅配BOX／エレベーター／IHコンロ(2口)／洗
面化粧台(ハンドシャワー付)／電気給湯／居室照明(LED)／温水洗浄
便座／浴室乾燥機／室内物干し器／エアコン／シューズケース／フ
ローリング調硬質フロア／室内洗濯機置場／インターネット(無料)

お部屋の写真は
こちらから♪

A1type

A1type:2F～6F(10室) ●専有面積29.95㎡ ●居室8.1帖

【セレスティアルオオゾネ】

セレスティアル大曽根 ●名鉄瀬戸線／森下駅 徒歩4分
●地下鉄名城線・ＪＲ線／大曽根 徒歩11分

2015年3月竣工のマンションです。ＪＲ・名鉄・地下鉄3路線利用可能な立地です。
■愛知県名古屋市北区大曽根1
■2015年3月完成
■鉄筋コンクリート造4F
■賃貸戸数 28室

月額
賃料 53,000円～56,500円
敷金●70,000円／契約時お預り 更新料●なし
礼金●月額賃料1ヵ月分／契約時
鍵交換費用●24,200円／契約時(税込)
室内消毒費●19,250円／契約時(税込) 町内会費●2,500円／年(非課税)
共益費●6,000円／月 ＣＡＴＶ代●540円／月(非課税)
ゴミ処理代●660円(税込) CATV代●515円／月(非課税)
契約期間●1年 ※保証委託必須

【仲介】損害保険●加入不要 取引条件有効期限 2023年9月30日迄

設備■駐輪場／ＣＡＴＶ(有料)／洗面化粧台(ハンドシャワー付)／ＩＨコンロ
(1口)／ガス給湯／エアコン／シューズケース／フローリング調硬質フロア
／室内物干し器／防犯シャッター(1Ｆのみ)／インターネット(有料)

お部屋の写真は
こちらから♪

Atype

Atype:1F～4F(22室) ●専有面積25.63㎡ ●居室9.1帖



問い合わせ1
志望校が決まったら
部屋探しの準備もスタート!

安全・安心２４時間管理体制の
ナジック学生マンションへ
早速問い合わせよう!

資料確認２
届いた資料で詳細をチェック!
最寄り駅・家賃・間取り・周辺環境等♪

気に入ったマンションがあったら、
『マンション無料予約システム』
を活用しよう!

①お一人様１物件をご予約頂けます。
②予約マンションの変更も可能です。
※キャンセルの際は必ず御連絡下さい。
③学校合格後、マンションの契約が可能!

Check

正式契約５

正式な契約手続きでは、
宅地建物取引業法で
『重要事項説明』を皆様に行う事を
義務付けられていますので、ご来店を
お願いします。IT重説も可能です。
来店の際は、認印が必要です。

契約書類に同封してある
「入居についてのご案内」に

◆鍵渡し日時
◆場所
◆持参物（決済金領収書・重要事項控え）

等が記載されているので確認しよう。

また、電気・ガスは個人契約になるので
入居前に必ず手続きをしておこう!

お部屋探しマニュアル

営業時間・定休日／ ４月～１月 10:00～17:00 水曜定休
２月～３月 9:00～18:00 定休日なし

～営業時間外も留守電・FAXにて受付いたします!～

〒453-0015

愛知県名古屋市中村区椿町15-21

明治安田生命名古屋西口ビル2F

国土交通大臣免許（2）第9054号/(一社)不動産流通協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会/

労働者派遣事業許可番号 派26-300690/有料職業紹介事業許可番号 26-ﾕｰ300508

資料請求・お部屋見学など、まずはお気軽に下記までお問い合わせください!

Twitterも!

PC・スマホからは

http://749.jp

３
秋になったけど違う県に住んでるから
なかなか名古屋に行けない・・・
見学前に、満室にならないかな・・・
遠方にお住まいの方やお急ぎの方には、
電話での仮申し込みもOK!
電話と郵送で手続きが出来ます。

ナジックの学生マンションでは、10月頃
から来年の空室状況が分かる為、早く
にマンションの申し込みが可能です。
秋に申し込んでも家賃は 春から!
無駄な空家賃は必要ありません。

物件見学４
気に入った物件は必ず下見しよう!
店舗へ行く時は、ナジックＨＰの
来店予約か、フリーダイヤルを利用しよう!

事前に予約しておけば、
マンションの下見もスムーズに出来ます♪
見学中に不明な点があれば、
ナジックのスタッフに何でも聞いてね!

Check

電話で仮申し込み

鍵渡し６

当社学生マンションのサービスに
ついてQRコードから動画を
ご覧ください。


