九州大学 留学生用宿舎申請について
Application for Dormitories of Kyushu University

2021年6月25日時点 ※コロナウイルス感染症の状況により、手続きを変更する場合があります。
As of June 25, 2021 *The Application procedure is subject to change in relation to the impacts of the COVID-19 pandemic.
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九州大学 留学生用宿舎 募集要項
Kyushu University International Student Dormitories, Application Outline
2021年10月に新たに九州大学に来学、来日予定の留学生。ただし、寮に入
居したことがある復学者、日本国籍及び永住権を持つ者、本人又は配偶者が既
に福岡市または福岡市周辺で生活している留学生は除く。
寮の部屋数には限りがあるため、申請しても希望の宿舎・部屋タイプに入居できな
い場合、どの寮にも入居できない場合がある。

原則
2021年9月16日(木)～2022年3月15日(火)
注意
※セトルインターナショナルの入居許可期間は以下のとおり。
2021年10月1日（金）～2022年8月31日(水)
※入国が遅れた場合も3月15日までに退去すること。
※1年以下のプログラム生の入居許可期限は以下のとおり。
※学士課程国際コース、共創学部に在籍する学生の入居許可期限は2
とする。
在籍期間の終期

入居許可期限

1

2022年3月31日

2022年3月15日まで

2

2022年9月30日

2022年8月31日まで

3

上記1,2以外

在籍期間の終期まで

各寮の情報を参照すること。入居した月から家賃が発生する。家賃は日割
りしない。月途中での入退去の場合も、原則として１ヶ月分の家賃がかか
る。

International Students enrolling at Kyushu University or newly coming to Kyushu University in
October are eligible. However, returning students who have stayed at the dormitories before, and
students who has Japanese citizenship or a permanent resident status, and students (including
spouse) who currently reside within/around Fukuoka City, are NOT eligible to apply for the
dormitories. Due to the limited number of the rooms, room type, and dormitories, your first choice
may not always be accepted as requested and there is a possibility that a dormitory will NOT be
assigned to you.

In principle: September 16(Thurs), 2021～March 15(Tues), 2022
Note:
*Residency period of Settle International is as follows.
October 1(Fri), 2021～August 31(Wed), 2022.
*Residents are expected to move out of the Dormitories by March 15, 2022, even if they
plan to fly out of Japan on a later date.
*For the short-term program (less than 1 year) students, the allowed residency period is
as follows.
*For the students of the international undergraduate program (in Engineering,
Bioresource and Bioenvironment), and School of Interdisciplinary Science and Innovation
students, the allowed residence period is ”2”.
End of the terms of the enrollment period

Allowed residence period

1

Mar. 31, 2022

Mar. 15, 2022

2

Sep. 30, 2022

Aug. 31, 2022

3

Other than the above

Until the end of the terms of the enrollment period

Refer to the Dormitory information. Rent should be paid from the month you move in. A
pro-rate basis is not applied to any month. As a principle, the full monthly amount is
charged for all the months including the months you move in and move out.
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九州大学 留学生用宿舎 募集要項
Kyushu University International Student Dormitories, Application Outline
下記URLより、「入国支援システム」にアクセスし、入居申請を行うこと。
https://supportcenter.jimu.kyushu-u.ac.jp/student/

Please access the URL below to submit for the Online Application System.
https://supportcenter.jimu.kyushu-u.ac.jp/student/

2021年8月15日（日）23:59（日本時間）
※ただし、これ以降に入国支援システムのID・パスワードを受け取った場合
は期限を過ぎても申請が可能。

11:59 p.m., August 15 (Sun), 2021 *Local time in Japan
*You may apply past the deadline ONLY if you receive an ID and Password for the
Online Application System pertaining to these procedures on a date past August
15 , 2021.

「入国支援システム」にアクセスし、入寮希望日時が寮の入居可能日時か
どうかを確認してから入寮日時を入力する。入寮日の10日前までに入力し
なければ、希望した日に入寮できない。入力後、予定を変更した場合は速
やかに変更する。

After you receive Residence permission, update your travel details through Online
Application System. Before report it, confirm whether the date is business hour of
your dormitory. Enter your check-in date and time AT LEAST 10 days before the
move-in date. Your check-in procedure will be denied if you fail to report your
check-in date/time in advance. If you change the schedule, update it as soon as
possible.

日本国内から移動する場合→2021年9月中旬
海外から渡航する場合→JTBへホテルの予約をしたあと

Those who come from other regions in Japan: Middle of September
Those who come from overseas: After you book the accommodation to JTB.

寮の入居可能日時を確認して、時間内に寮に入居する。
寮へのアクセス

Move in the dormitory during the business hour.
Access to Dormitories
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申し込みの流れ（海外から来日）/ Application Procedures(from Overseas)
1

寮の申請
※2021年8月15日(日) 23:59(日本時間)まで

2

寮に入居できるかどうかの結果通知
（9月中旬～下旬）
（どの寮に入居できるかは未定）

3

・自国でビザを取得
・（私費留学生）
航空券を予約、JTBに宿泊施設予約依頼
・（国費・JICA等）
エージェント等が航空券・宿泊施設を予約

4

入国支援システムにフライト情報、
入寮日を入力
（入寮日の10日前までに入力しな
ければ、希望日に入寮できない）

5

寮と部屋番号を通知

6

入居可能日時に寮に入居（寮により
入居可能日時が異なるため注意）

留学生

プレアライバル
アシスタンス

留学生

留学生

プレアライバル
アシスタンス

留学生

航空券を手配するときには、寮の入居可能日時を
確認すること。週末、祝日、水曜日、土曜日に入
居できない寮があるため、それ以外の日に入寮で
きるスケジュールを組むことが望ましい。

1

Apply for Dormitories
* 11:59 p.m., August 15 (Sun), 2021 *Local time in Japan

International Students

2

Result notification for dormitories will be sent.
（Middle of September – End of September ）
（Dormitory name/details are unavailable at this time）

Pre-Arrival Assistance

- Apply for Visa in your country
- (Private financed students)
Book the flight ticket to Japan
Request to JTB for accommodation
- (MEXT, JICA etc.)
Agency books the flight ticket and accommodation

International Students

4

Update the flight information and move in date and
time for dormitories. (Your check-in procedure will be
denied if you fail to report your check-in date/time AT
LEAST 10 days before the move-in date. )

International Students

5

Dormitory details, name, room No. will be provided

Pre-Arrival Assistance

6

Move into the dormitories at business hours
(Business hour varies with dormitories.)

International Students

3

When arranging your ticket, please check the business hour for the dormitory in
which you plan to move-into. Please note that some dormitories do not operate
over the weekends, public holidays, Saturdays and Wednesdays.
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申し込みの流れ（国内移動）/ Application Procedures(from Japan)
1

寮の申請
※2021年8月15日（日）23:59
（日本時間）まで

2

結果通知（9月中旬）

3

入国支援システムにフライト情報、
入寮日を入力
（入寮日の10日前までに入力しな
ければ、希望日に入寮できない）

4

入居可能日時に寮に入居（寮により
入居可能日時が異なるため注意）

1

Apply for Dormitories
* By 23:59(Japan Time), August 15(Sun.), 2021

International Students

2

Result for application （Middle of September）

Pre-Arrival Assistance

留学生

3

Update the flight information and move in date and
time for dormitories. (Your check-in procedure will be
denied if you fail to report your check-in date/time AT
LEAST 10 days before the move-in date. )

International Students

留学生

4

Move into the dormitories at business hours
(Business hour varies with dormitories.)

International Students

留学生

プレアライバル
アシスタンス

航空券を手配するときには、寮の入居可能日時を
確認すること。週末、祝日、水曜日、土曜日に入
居できない寮があるため、それ以外の日に入寮で
きるスケジュールを組むことが望ましい。

When arranging your ticket, please check the business hour for the dormitory in
which you plan to move-into. Please note that some dormitories do not operate
over the weekends, public holidays, Saturdays and Wednesdays.
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寮の場所/ Dormitory Location

【ドミトリーⅠ】 DormitoryⅠ
【ドミトリーⅡ】 DormitoryⅡ

【伊都協奏館】
Ito Harmony House

九州大学 病院キャンパス
Kyushu University, Hospital Campus

【福岡市国際会館】
Fukuoka City International Center

九州大学 伊都キャンパス
Kyushu University, Ito Campus

【井尻国際交流会館】
Ijiri International House

【セトルインターナショナル】
Settle International

九州大学 大橋キャンパス
Kyushu University, Ohashi Campus

九州大学 筑紫キャンパス
Kyushu University, Chikushi Campus
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伊都地区
Ito Campus

単身室/Single

ドミトリーI/ Dormitory I

入居可能日時：平日・土日祝 9：00～18：00
/
Business hour: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Everyday)

入居時費用
毎月の費用
備考

預り金*1
レンタル布団料金*2
学生活動費

: 30,000円（半年以上の入居者のみ）
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）
:
1,000円（入居時１回のみ）

寄宿料
共益費
電気・水道代・ネット

: 18,500円
:
4,500円
:
実費

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory
during business hours.

Initial Cost

Deposit*1

:

Rental Beddings*2

:
:
:

Student activity fee

Cost Per month

Rent
Common fee
Utilities/Internet fee

*1:退去時に汚損や破損がなければ返金
*2:レンタル布団の利用は必須

Notes

•
•

•

30,000yen
(Those who who stay dormitory over 6
months)
5,500yen（6 months）

11,000yen（1 year）
1,000yen（once at the entry）
18,500yen
4,500yen
Actual cost

*1: It will be paid back only if there are no damages
and breakages when you move out
*2: All the residents are obliged to rent beddings

設備/Facilities
•

:
:
:

寮への行き方
How to get
dormitories

13㎡

家具（机・椅子・本棚・ベッド（収納付）・下駄箱・収納戸棚・ミニキッチン（IHヒーター・ミニ冷蔵庫）・エアコン・ユニットバス
（バス・シャワー・トイレ・洗面台）・インターホーン・TV端子・インターネット端子）
共有の洗濯機、乾燥機
Furniture(Desk, Chair, Bookshelf, Bed, Shoes closet, Closet, Mini-Kitchen (with small fridge), Air
conditioner, Bath/Washroom (with bathtub, shower, toilet, & sink), Interphone, TV terminal, and
Internet terminal)
Shared washing/drying machine
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伊都地区
Ito Campus

単身室/Single

ドミトリーII/ Dormitory II

入居可能日時：平日・土日祝 9：00～18：00
/
Business hour: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Everyday)

入居時費用

毎月の費用
備考

預り金*1
レンタル布団料金*2
学生活動費

: 30,000円（半年以上の入居者のみ）
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）
:
1,000円（入居時１回のみ）

寄宿料
共益費
電気・水道代・ネット

: 25,500円
:
4,500円
:
実費

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory
during business hours.

Initial Cost

Deposit*1

:

Rental Beddings*2

:
:
:

Student activity fee

Cost Per month

Rent
Common fee
Utilities/Internet fee

*1:退去時に汚損や破損がなければ返金
*2:レンタル布団の利用は必須

Notes

•
•

•

30,000yen
(Those who who stay dormitory over 6
months)
5,500yen（6 months）

11,000yen（1 year）
1,000yen（once at the entry）

25,500yen
4,500yen
Actual cost

*1: It will be paid back only if there are no damages
and breakages when you move out
*2: All the residents are obliged to rent beddings

設備/Facilities
•

:
:
:

寮への行き方
How to get
dormitories

17㎡

机・椅子・本棚・ベッド（収納付）・下駄箱・収納戸棚・ミニキッチン（IHヒーター・冷蔵庫）・エアコン・ユニットバス（バス・シャ
ワー・トイレ・洗面台）・インターホーン・TV端子・インターネット端子・洗濯機
共有の洗濯機、乾燥機
Furniture(Desk, Chair, Bookshelf, Bed, Shoe closet, Closet, Mini-Kitchen ( with fridge), Air
conditioner, Bath/Washroom (with bathtub, shower, toilet, & sink), Interphone, TV terminal, and
Internet terminal)
Shared washing/drying machine
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伊都地区
Ito Campus

単身室/Single

伊都協奏館/ Ito Harmony House

入居可能日時：平日・土日祝 9：00～18：00
/
Business hour: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Everyday)

入居時費用

預り金*1
レンタル布団料金*2
学生活動費

毎月の費用
備考

寄宿料
共益費
電気・水道代・ネット

: 30,000円（半年以上の入居者のみ）
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）
:
1,000円（入居時１回のみ）

: 16,500円
:
4,500円
:
実費

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory
during business hours.

Initial Cost

Deposit*1

:

Rental Beddings*2

:
:
:

Student activity fee

Cost Per month

Rent
Common fee
Utilities/Internet fee

*1:退去時に汚損や破損がなければ返金
*2:レンタル布団の利用は必須

Notes

•
•
•

30,000yen
(Those who who stay dormitory over 6
months)
5,500yen（6 months）

11,000yen（1 year）
1,000yen（once at the entry）
16,500yen
4,500yen
Actual cost

*1: It will be paid back only if there are no damages
and breakages when you move out
*2: All the residents are obliged to rent beddings

設備/Facilities
•

:
:
:

寮への行き方
How to get
dormitories

17㎡

机、椅子、ベッド、エアコン、クローゼット、キッチン、冷蔵庫、オーブンレンジ、ユニットバス、インターホン、TV端子、インターネット端子、
カーテン
共有の洗濯機、乾燥機
Furniture(Desk, Chair, Bed, Airconditioning, Closet, Kitchen, Fridge, Microwave oven, Bath/Washroom,
Interphone, TV terminal, Internet terminal, Curtains)
Shared washing/drying machine
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伊都地区
Ito Campus

単身室/Single

セトルインターナショナル/ Settle International

入居可能日時：月、火、木、金、土 10:00～17:00
Business hour: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. (Mon, Tues, Thurs, Fri, Sat.)
水日祝は入居できません / You can’t move in on Wednesdays, Sundays, National Holidays

寮への行き方
How to get
dormitories

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory during business hours.

預り金*1
清掃費
レンタル布団料金*2

: 30,000円
: 16,500円
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）

毎月の費用*3

寄宿料
管理費
24hサポート費用
火災保険料
定額水道代
口座振替手数料
電気・ガス代
インターネット

: 37,000円
:
5,000円
:
770円
:
800円
:
2,200円
:
220円
:
実費
:
無料

備考

*1:退去時に汚損や破損がなければ返金
*2:レンタル布団の利用は必須
*3:入居時には管理費、定額水道代、24時間サポート費、
火災保険料の3か月分を現金で支払うこととなります。
入居時の電気とガスの開栓手続きは本人が行います。またガスの
開栓時に本人が立ち会う必要があります。

入居時費用

設備/Facilities
https://youtu.be/uwENmLPyIc4

Deposit*1
Cleaning fee
Rental Beddings*2

: 30,000yen
: 16,500yen
:
5,500yen（6 months）
: 11,000yen（1 year）

Cost Per month*3

Rent
Management fee
24 hours support
Fire insurance
Fixed water bill
Bank transfer fee
Utilities
Internet fee

:
:
:
:
:
:
:
:

Notes

*1: It will be paid back only if there are no damages
and breakages when you move out
*2: All the residents are obliged to rent beddings
*3: You must pay 3 months worth of Management fee,
24 hours support fee, Fire insurance, Fixed water bill,
and the Bank transfer fee in CASH.
You will be responsible for contacting the electricity
and gas companies to start your contract when you
move-in. In addition, please schedule a in-person
meeting with the gas company for using gas.

Initial Cost

21.69㎡

37,000yen
5,000yen
770yen
800yen
2,200yen
220yen
Actual cost
Free
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筑紫・大橋地区
Chikushi, Ohashi Campus

単身室/Single

井尻国際交流会館/ Ijiri International House

入居可能日時：平日・土曜 9：00～17：00
/ Business hour: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (Weekdays, Saturdays)
日祝は入居できません / You can’t move in on Sundays, National Holidays
寮への行き方
How to get
dormitories

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory during business hours.

清掃費
レンタル布団料金*1

:
7,000円
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）

毎月の費用

寄宿料
電気・ガス・水道代
インターネット

: 25,000円
:
実費
:
無料

備考

*1:レンタル布団の利用は必須

入居時費用

Initial Cost

Cleaning fee
Rental Beddings*1

:
:
:

Cost Per month

Rent
Utilities

:
:
:

Internet fee

Notes

設備/Facilities
•
•

冷蔵庫、エアコン、机、椅子、書棚、ベッド、ロッカー、ミニキッチン、ユニットバス
共有の洗濯機、乾燥機

•
•

Furniture(Desk, Chair, Bookshelf, Bed, Shelf, Mini-Kitchen, Bathroom)
Shared washing/drying machine

7,000yen
5,500yen（6 months）
11,000yen（1 year）
25,000yen
Actual cost
Free

*1: All the residents are obliged to rent beddings

13㎡
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病院地区
Hospital Campus

筑紫・大橋地区
Chikushi, Ohashi Campus

単身室/Single

福岡市国際会館/ Fukuoka City International Center

入居可能日時：平日 9：00～17：00
土日祝は入居できません

/ Business hour: 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (Weekdays only)
/ You can’t move in on Weekends, National Holidays

寮への行き方
How to get
dormitories

入居可能日時に入寮できるよう、フライトを手配してください。
Please book your flight so that you can move into the dormitory during business hours.

入居時費用

毎月の費用
備考

清掃費
レンタル布団料金*1

:
7,700円
:
5,500円（半年）
: 11,000円（１年）

寄宿料
水道代
共益費
インターネット使用料
電気代

: 24,700円
:
1,950円
:
645円
:
1,300円
:
2,820円

*1:レンタル布団の利用は必須

Initial Cost

Cleaning fee
Rental Beddings*1

:
:
:

Cost Per month

Rent
Water bill
Common fee

:
:
:
:
:

Internet fee

Electricity Fee

Notes

7,700yen
5,500yen（6 months）
11,000yen（1 year）
24,700yen
1,950yen
645yen
1,300yen
2,820yen

*1: All the residents are obliged to rent beddings

設備/Facilities
•
•

学習机、椅子、本棚、クローゼット、ベッド、エアコン、冷蔵庫、バス・トイレ
共有の洗濯機、乾燥機、キッチン、食事室

•
•

Furniture(Studying Desk, Chair, Book, Shelf, Closet, Bed, Air Conditioner, Refrigerator, Bath, Toilet)
Shared washing/drying machine, Common Kitchen, Dining room

16.2㎡
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