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弊社が推奨する会社およびその事業内容等一覧 

 

 

 

種 別 会  社  名 特      徴 特別サービス 連絡お問合せ先 各社のホームページ 
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(株) 共立メンテナンス 

・学生を対象とした学生会館の提供（食事・家具付） 

・教職員等を対象に賃貸社員寮の紹介 

※管理人の常駐、インタ－ネット、IP 電話の完備 

※食事・家具付き寮 

・布団リ－ス（24.000 円相当）無料提供 

・管理栄養士によるバランスのとれた食事の提供  

（任意・有料） 

 

・共立メンテナンス事務局 

☎  03-5295-7791 

 Fax  03-5295-5906 

 

www.gakuseikaikan.com 

 

 

(株)ジェイ・エス・ビー

（ユニライフ） 

・学生を対象とした賃貸マンション等の紹介 

・家具・ベット・電家品等生活用品完備 

・学生総合保障サ－ビスの提供 

・仲介手数料（家賃の 1 ｹ月分『以下同じ』）の 

 52.5％の割引 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

・ジェイ・エス・ビ－町田店 

☎   042-727-3901  

 Fax  042-727-3902 

 

www.unilife.co.jp 

 

 

(株) レック 

  （不動産案内センタ－） 

・学生・教職員等を対象としたアパ－ト・マンションの紹介 

・小田急線・南武線周辺の物件が豊富 

  ◎南部線・・稲田堤店・稲城店 ◎小田急線・・登戸店  

・仲介手数料の 47.5％の割引 

・学生・職員に限って、さらに割引の特典有 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

・（株）レック 登戸店 

☎  044-934-0811 

Fax  044-934-0813  

 

www.yadokari.com 

 

  

(株) 東都不動産 

・学生・教職員等を対象としたアパ－ト・マンションの紹介 

・安全・安心で手頃な物件の紹介 

（小田急沿線に豊富な物件有） 

・仲介手数料の 10％の割引 

・学生・職員に限って、さらに割引の特典有 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

・(株) 東都不動産 営業推進部 

☎   03-5438-7311 

Fax  03-3480-3099 

 

www.tohto.ne.jp 

 

 
 

三井不動産リアルティ(株) 

（三井のリハウス） 

・学生・教職員等を対象としたアパ－ト・マンションの紹介 

・各私鉄沿線の物件が充実 

◎小田急沿線・・新百合ｹ丘店 ◎相鉄線沿線・・横浜店 

◎東急沿線・・たまプラーザ店、武蔵小杉店  

・仲介手数料の 10％の割引 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

・三井不動産リアルティ（株） 

住宅賃貸営業推進部 

☎  03-6758-4090 

Fax  03-5510-4797 

ﾒｰﾙ chintai@mf-realty.jp 

 

 

www.rehouse.co.jp/chintai 

 

 

(株) 太陽開発 

・学生・教職員等を対象としたアパ－ト・マンションの紹介 

・大学に最も近い不動産企業で、大学教職員が多数利用 

・大学周辺の良質な物件が豊富 

・仲介手数料の 30～50％の割引有 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

・（株）太陽開発 本店 

☎  044-976-0333 

Fax  044-976-6255 

 

www.taiyo-kaihatsu.co.jp 

 

 
 

(株) ミニミニ神奈川 

・学生・教職員等を対象としたアパ－ト・マンションの紹介 

・進化した「ス－パ－君」の発売 

  ※家電・家具付きの部屋でラクラク引越しが可能 

  ※敷金・礼金なしを基本（申し込みの際、要確認） 

・仲介手数料の 54％の割引 

・大学の学生および教職員（入学予定者・採用予定

者を含む）の場合は、さらに 10％の割引特典有 

・（株）ミニミニ神奈川  

向ｹ丘遊園駅店 

☎  044-911-3332 

Fax  044-933-3217 

  

www.minimini.jp 

 

 

ナジック 

(株) 学生情報センタ－ 

 

・学生を対象にした賃貸マンションの紹介 

・教職員等を対象にしたマンションの紹介 

  ※保険サ－ビス、メンテナンサ－ビス や 

   メディカルサービスでサポ－ト 

※24 時間セキュリティ対応マンション 

・仲介手数料の 30％の割引 

・物件によっては、敷金・礼金の割引有 

 

 

・（株）ナジック 町田店 

☎  042-710-7492 

 Fax  042-727-7497 

 

 

www.nasiｃ.co.jp 

 

 

 

 

(株)レオパレス 21 

・学生・教職員・関係者様を対象とした賃貸物件の紹介 

・全物件仲介手数料不要 

・家具・家電付き 水・光熱費不要プラン有り 

・短期契約の場合 最短 30 日～1 日単位で可能 

・礼金 50％ OFF 

・学割 マンスリー手数料 50％ OFF 

・その他キャンペーンも御座います 

 

・（株）レオパレス 21 

溝の口店 

☎  044-811-6580 

Fax  044-811-6614 

 

教職員 ID：mws1711／ PW：mwsc 

http://www.leopalace21.com/lam/ 
 

学 生 ID：mws1711／ PW：mwss 

http://www.leopalace21.com/lam_

school/ 

http://www.gakuseikaikan.com/
http://www.unilife.co.jp/
http://www.yadokari.com/
http://www.tohto.ne.jp/
http://www.rehouse.co.jp/chintai
http://www.taiyo-kaihatsu.co.jp/
http://www.minimini.jp/
http://www.nasic.co.jp/
http://www.leopalace21.com/lam/
http://www.leopalace21.com/lam_school/
http://www.leopalace21.com/lam_school/
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弊社が推奨する会社およびその事業内容等一覧 
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(株)ア－ト引越センタ－ 

 

・新居への引越および搬送サービス全般 

・営業エリア 

 ア－ト引越センター 

ハート引越センター 

 チトセ引越  関東甲信越地区、青森・岩手・秋田を除く東北地区 

 東  晋   及び愛知・静岡の両県 

・引越の相談・見積は無料 

・申込方法 

各社のホ－ムぺ－ジから、または申込み用紙等に必要事項

をご記入の上、希望する会社へファックスして下さい。 

（当社の紹介とわかるように申込みます） 
 

会社の担当者から連絡があります。 

・引越基本料金の 25％ OFF サービス 

・引越用ダンボ－ルの 20 枚無料提供 

・ガムテープ 1 本サービス 

・(株)ア－ト引越センタ－ 

☎   0120-0123-05 

Fax 03-5479-0177  

 

www.the0123.com 

 

 

(株)チトセ引越センタ－ 

・引越基本料金の最大 20％ OFF サ－ビス 

・ダンボ－ル・テ－プは無料提供 

・ハンガ－・ボックス・布団袋等無料提供 

・(株)チトセ引越サービス 

☎  0120-561-881 

 Fax 0120-561-885     

 

www.cmc1000.com 

 

 
(株) 東 晋 
「引越しのベルサ－ビス」 

・引越基本料金の 20％ OFF サ－ビス（平日のみ) 

・ダンボ－ル 20 枚、テ－プは無料 

・家具転倒防止・備長炭シートを特別価格で提供 

・(株) 東 晋 

☎  0120-0466-89        

Fax 042-670-1036  

 

www.belle-service.com/ 

 

 

(株)ハ－ト引越センタ－ 
 

（全国展開） 

・引越基本料金の最大 20％ OFF サ－ビス 

・ダンボール最大 50 枚とガムテープ 1 本 

・リサイクル可能な家具・家電は無料引取 

・(株)ハ－ト引越センタ－ 

 法人営業部(提携企業専用) 

☎  0120-810-321 

  Fax 03-5671-2170 

 

www.hikkoshi8100.com 

 

 

生 

活 
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(株) シングルライフ 

 

・家電、家具等の生活全般の通信販売 

 テレビ、冷蔵庫、洗濯機、勉強机、ベッド、布団等の紹介  

・1 万円以上購入した方には、送料が無料 

・家電製品の 4 年間保障など  

 

・シングルライフコミュニケ－ション 

☎  0120-622-110 

 

www.singlelife.co.jp 

 

 

 

(株) サニクリーン東京 

 

 
・室内設置交換型 蒸留飲料水の販売 

・担当スタッフによる定期デリバリー、配送料無料。 

・在庫管理、定期清掃、メンテナンスはスタッフが

行います。 

・(株)サニクリーン東京 

アクアサービス課 東名川崎営業所 

☎  044-976-3292 

Fax 044-977-9885 

 

害 

虫 
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(株) シー･アイ･シー住環 

 
 

・白アリ等 住宅の害虫駆除 

 

・床下診断見積無料 

・通常価格より 15％ 割引 

 

・(株)シー･アイ･シー住環 

☎   0120-642-414 

 

www.cic-net.co.jp 
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ル 

マ 
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Ｂ.ＦＡＣＴＯＲＹ 
(ビーファクトリー) 

・車検および点検整備 

・ボディーコーティング（正規店） 

・タイヤ、アルミホイールの販売および取り付け 

・カーナビ、オーディオ、ＥＴＣの販売および取り付け 

・カーセキュリティー危機の販売および取り付け 

・板金修理 

・朝クルマを渡して夕方引取り可能。 

・ご相談、お見積り無料 

 

・Ｂ.ＦＡＣＴＯＲＹ 

(聖友インシュアランス内) 

☎  044-975-4871 

大学内線：4254 

担 当 ：本橋 
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(株) 田商事 
(デンショウジ) 

・葬祭業務全般 

・ご遺体搬送業務 

・生花・仏壇販売業務 

・式場・霊安室完備 

・葬儀対象エリア 

 神奈川県内、東京都内、埼玉県南部 

・祭壇基本料金割引あり 

・生花 20％ 割引 

・寝台車 割引あり 

・指定料理 5％ 割引 

・24 時間受付 

 

・(株)田商事（デンショウジ） 

☎  044-933-7011 

☎  0120-58-0365        

Fax 042-575-3390 

 

 

 

www.den-shoji.jp 

 

全国展開 

http://www.the0123.com/
http://www.cmc1000.com/
http://www.belle-service.com/
http://www.hikkoshi8100.com/
http://www.singlelife.co.jp/
http://www.cic-net.co.jp/
http://www.den-shoji.jp/


 

3－3 

 

聖マリアンナ医科大学の関係者の皆様へ 

 

 

弊社は、聖マリアンナ医科大学の教育・研究および診療を側面から支援し、学生・教職員・関係者の皆さま方の 

     福利・厚生等に寄与することを目的に、学校法人聖マリアンア医科大学が設立した会社です。 

大学の関係者の皆様に「アパ－ト・マンションの賃貸、引越し及び生活用品等を割安で取り扱っている企業」を 

ご紹介しますので、ぜひご利用ください。 

   

 

 

★ お申し込みの際に ｢提携企業のマリアンナ・ワールド・サ－ビスの紹介で・・、｣と必ず一言添えて   

 

頂きますと、上表中央の特別サ－ビスが付加されます。 

 

 

★ 詳細な内容につきましては、各社ホームページを参照して頂くか、各社の連絡問合せ先にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

(株)マリアンナ・ワールド・サービス 

 

☎  044-977-8111 （聖マリアンナ医科大学代表）   大学内線  6006 ～ 6009 

☎  044-978-0510 （直通） 


