福岡市国際会館（留学生宿舎

世帯者用）

入居学生募集要項
公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団
１．募集世帯

外国人留学生 1 世帯（※家族での入 居に限る）

２．入居資格

現在、家族とともに滞在し、福岡都市圏内の大学・大学院に在籍しており、（公
財）福岡よかトピア国際交流財団の事業に積極的に参加・協力できる留学生。

３．入居期間

２年間

４．所在地

福岡市国際会館

５．費用等

○入館費（入館時のみ）

３４，０２０円

○館費（毎月払い）

３２，４００円

○光熱水費（毎月払い）

共益費２，５００円＋実費

６．応募方法

５階（福岡市博多区店屋町４番１号）

下記の書類を提出してください（郵送または持参）。
① 入館願（写真貼付）（様式第１号）
② 推薦書（様式第２号）
大学の留学生課または指導教官に記入してもらいます。
③在学証明書（各大学の様式による。）
④在留カードのコピー
※①・②の用紙は、当財団にて配布しています。また当財団のホーム
ページからもダウンロードできます。
URL: http://www.rainbowfia.or.jp/

７．受付場所

福岡市国際会館
〒812-0025

1 階事務室

福岡市博多区店屋町 4-1
受付時間は平日の９時～１２時、１３時～１７時
（土日祝は休み）

TEL

092-262-1724

E メール

FAX

092-262-2700

dorm@rainbowfia.or.jp

８．募集締切

随時募集

９．選考方法

提出された書類により書類選考を行い、書類選考に合格した人について面接を行
って最終選考を行います。

Fukuoka City International Centre
(For international exchange student dormitory - Family room)
Application Requirements
Fukuoka City International Foundation
1. Room type
2. Qualification

1 family room (successful applicant must live with him/her family member(s))
A person currently
*who lives with family member(s)
*who studies at university or graduate-school in Fukuoka
City or in metropolitan areas
*who is willing to attend & cooperate to project(s)
organized by the foundation.
3. Terms of tenancy For 2 years
4. House location

Fukuoka City International Center 5 th floor
(4-1 Tenyamachi, Hakata-ku, Fukuoka)

5. Costs

Enrolment fee (one off)
Room rent
Community fee
Utility fee

34,020yen
32,400yen ♦
2,500yen ♦
meter read (flexible) ♦
(♦ to be paid monthly)

6. How to apply

Following documents can be submitted by mailing/posting or visit the center
with the documents during business hours.
① Application for moving-in (様式第 1 号 Form 1)
② Reference (様式第 2 号 Form 2)
University admin officer or main/sub professor must fill the form.
③ Certificate of enrolment issued by university/graduate school
④ Copy of Residence Card (both sides)
※Forms ① & ② are available in the Center admin office. These Forms also can
be downloaded from the website on www.rainbowfia.or.jp

7. Place to apply or

Fukuoka City International Center 1 st floor administration office

send application to 4-1 Tenyamachi, Hakata-ku, Fukuoka 812-0025
9:00-12:00 & 13:00-17:00 Mon-Fri (closed on Sat, Sun & public holidays)
Phone 092-262-1724

Fax 092-262-2700

Email dorm@rainbowfia.or.jp
8. Closing date

not specified.

9. Selection process

Application documents will be verified and processed, and selected candidate(s)
will be interviewed. After the interview, a final decision will be made.

◆ 福岡市国際会館 世帯者用宿舎概要 ◆
Fukuoka City International Center (Family Room) Overview
Layout（size 48.60 ㎡）

● 主な設備・備品等
・学習机 ・本棚 ・クローゼット ・べッド ・ユニットバス ・洗濯機 ・エアコン ・台所 ・食器棚
食卓 ・冷蔵庫 など。共用施設として４階に国際交流フロアがあります

● Furnishings
Desk ,Bookshelf, Closet, Dresser, Bed, Bathroom, Washing machine, Air conditioner,
Cupboard, Dining table, Kitchen, Refrigerator, etc.. International Exchange Floor is available
on 4th floor as a part of our community areas.
地下鉄 中洲川端駅下車 徒歩５分
西鉄バス 土居町下車 徒歩５分

5 min. walk from subway (Kuko Line) Nakasu-kawabata Sta.
5 min. walk from Nishitetsu bus stop "Doimachi"

※なお、自家用車、自動二輪の持ち込みはできません。
* There are no parking spaces for either cars or motorbikes.
【 問い合わせ先 】
福岡市国際会館
（公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団）
〒 812-0025 福 岡 市 博 多 区 店 屋 町 ４ 番 １ 号

Fukuoka City International Center
(Fukuoka City International Foundation）
4-1 Tenyamachi, Hakata-ku, Fukuoka City
812-0025
Tel (092)262-1724
Email: dorm@rainbowfia.or.jpURL
http://www.rainbowfia.or.jp/

