
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

■ 共有スペース 

- キッチン ＆ ダイニング 

冷蔵庫、ガスコンロ、電子レンジ、炊飯器、フライパン、鍋、包丁、まな板、食器、 

コップ、お箸、フォーク 等々 

ダイニングテーブル、イス、PC、free Wifi  

- 水回り 

  トイレ、シャワールーム、洗濯機（乾燥機はございません。） 

■ 個室 

 

 

 

 

■ 周辺環境 

・コンビニ：徒歩 30 秒    ・ATM（郵便局）：徒歩 8 分 

 ・スーパー：徒歩 8 分    ・ATM(東京三菱 UFJ 銀行)：徒歩 8 分 

■ 入居者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”和心ハウス 千里丘”大阪駅まで電車で 15 分。全 17 部屋。 

閑静な住宅街にある、和のテイストをたっぷりのハウスです。広い畳のリビン

グで、日本の生活を楽しめますヨ！入居者さん同士の仲が良く、イベントもた

くさん！！国際交流にぴったりです。 

 Entrance Japan Inc. 
 日本語 又は 英語でお問い合わせ下さい！  

Mail: info@entrance-japan.com 

URL: www//entrance-japan.com 

TEL: 06-6136-3330 

1) 入居月の家賃・共益費（日割り） 

2) 翌月分の家賃・共益費 

3) 事務手数料：16,200 円 

＊初期費用は、入居日までにお振込み下さい。 

 初期費用 

1) 物件見学 

（海外にお住まいの場合はご相談下さい。） 

2)申込書と身分証明書のコピーをご提出下さい。 

3) 入居審査 

4) 契約、初期費用入金 

 入居までの流れ 

-家賃: 39,000～47,000 円 

-共益費: 10,000 円 (電気・ガス・水道・ネット代） 

-広さ:6 畳+クローゼット 

＊空室はお問い合わせ下さい。 

 個室情報 （全 17 部屋） 

Wagokoro 
House 
Senrioka 

www//entrance-japan.com 

ベッド、カーテン、 

照明、エアコン、 

free Wifi 

■吹田キャンパス 

 - 自転車：約 26 分（6.3ｋm） 

 - 電車：計 21 分 

 阪急線（摂津市～南茨城）＋モノレール（南茨城～ 

阪大病院前） 

 

 ■豊中キャンパス 

 - 電車：計 25 分 

  阪急線（摂津市～南茨城）＋モノレール（南茨城～ 

柴原） 

 大阪大学までのアクセス 

日本人、外国人 OK！ 

大阪大学の学生さん大歓迎！ 

入居者さん同士の仲が良く、イベントもた

くさん！！国際交流にぴったりです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Common space 

-Kitchen & Dining 

Refrigerator, gas oven, micro wave, rice cooker, pans, pots, cutting board, 

knife, dishes, glass, cups, chopsticks, forks and so on. 

table, chairs, TV, PC, free Wifi  

-Bath room 

  Toilet, shower room, free washing machine, no drying machine 

■ Private room 

 

 

 

 

■ Around share house 

・Convenience store:30seconds        ・ATM(post office):8min walk 

・Groucery store:8min walk           ・ATM(UFJ bank):8min walk  

■ Residents  

 

 

”Wagokoro house Senrioka", containing 17rooms in a quiet residential 

area, is far from Osaka station, 15min by train.  

It's no doubt that you enjoy the Japanese life with the tatami（Japanese 

mats） in the spacious living room. 

Bed, light, 

air-conditioner, 

free Wifi 

 Entrance Japan Inc. 
Please contact us in Japanese or English！ 
 Mail: info@entrance-japan.com 

 URL: www//entrance-japan.com 

 TEL: 06-6136-3330 

1) Rent and Utilities fee starting on the move-in day 

2) Plus Rent and Utilities fee for next month 

3) Dealing charge : 16,200yen 

*We ask to cover the payment before you move-in. 

 Initial cost 

1) Please come and see the share house  

(When you live in abroad, please let us know) 

2) Please fill in the application form and submit it 

with a copy of your passport. 

3) The screening for moving-in is required. 

4) Making a contract. Please cover the initial cost. 

 Application 

-Rent: 39,000～47,000yen 

-Utilities: 10,000yen (gas, water, electric and wifi) 

-Area:9.72 ㎡+ closet 

*Please contact us about room vacant. 

 Room information (17rooms) 

Wagokoro 
House 
Senrioka 

www//entrance-japan.com 

Japanese, Foreigners OK! 

We're very welcome the student of Osaka 

University. The residents are so close and 

there're are many events! You can also 

have an intercultural experience. 

■Suita Campus  (6.3km) 

- By bicycle: 26 min. 

- By train: 20 min. 

Hankyu line (Settsu-shiMinamiibaraki)+ 

Monorail (Minamiibaraki～Handaibyoinmae) 

■Toyonaka Campus 

  -By train: 25 min. 

Hankyu line (Settsu-shi～Minamiibaraki)+ 

Monorail1 (Minamiibaraki～Shibahara) 

 Access 


