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は入居者のみなさまがお互いから学び、
共に成長するための国際的な住環境を提供する サービスです。

西早稲田ロケーションには大学学部生と大学院生が住まい、
年齢、国籍や文化の垣根を超えた豊かな交流が生まれる環境の創出を目指します。

井上貴文
筒井直 上田真路

建築家であり不動産投資家。活気あふれる場をつ

くるため、鹿島建設設計本部勤務後にハーバード

大学デザイン大学院にフルブライト留学し不動産

ファンド業界を経験。家族とともにボストンで過ごし

た体験をU Share での場づくりに活かす。デザイ

ン、アート、まちづくりが好きなメンバー求む。趣味

は料理と茶道で、特に江戸前鮨が得意。 U Share 
コミュニティの空間づくりを皆で楽しみましょう。

早稲田大学在学。早稲田大学の国際学生寮で RA
として日本人学生と外国人留学生の交流活性化に尽

力。U Share西早稲田にRAとして入居しオペレーショ

ン面でサポート予定。大学入学まで、主に海外で育

つ。

アーバンプランナー。多様な人々が生き生きする

都市空間、コミュニティづくりがライフワーク。新卒

で外資系投資銀行に勤務した後、ハーバード大学

デザイン大学院で都市計画・デザインを学ぶ。米

国ボストンの設計事務所で大学のキャンパスプラ

ンニングや学生寮のデザインに従事した経験を基

に、U Share西早稲田では多様な個が「空間」と

「時間」をシェアする中で成長できる仕掛けづくりに

奔走中。素敵なコミュニティを一緒につくりましょ

う！



西早稲田

東京都新宿区西早稲田

最寄り駅：

・ 山手線西武新宿線東京メトロ東西線：

高田馬場駅から徒歩約 分

・東京メトロ副都心線：西早稲田駅から徒

歩 分

バス停留所：
・高田馬場二丁目から徒歩 分

（新宿西口、東口、西早稲田、早稲田キャ

ンパスを繋ぐバス路線発着）

立地：
・学生向けのカフェ、グルメの店が多く、

スーパーマーケットなどショッピング施設も

充実する都内有数の学生街

・神田川や戸山公園など豊かな緑に触れ

る魅力的な暮らしの場

・「新宿」「池袋」「渋谷」「大手町」「横浜」

「日本橋」などの都内のターミナルにダイレ

クトアクセス

・市街地に歴史的建造物や史跡、碑が点

在し、由緒ある神社や庭園多数

・周囲に大学多数
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早稲田通りに面した では居住者の方々がバータイムを友人
と楽しんだり、カフェタイムには勉強したりと多様な活用が可能です。

でクラフトビールを片手に、地下１階のラウンジやルーフトップ・テラスへ
と行き来できます。
また、寮の としての機能もあり、 コミュニティの日常生活を
サポートします。
一般の方も利用可能です。

● エリア： ㎡
●エントランスホールエリア： ㎡
●空調完備 施錠セキュリティ 完備 排気ダクト設置可能
●朝食、ランチ、ディナータイム、バータイムあり
● （寮生のみ使用可能）あり
●キッチンスタジオとして利用可能



のバーと一体となった、隠れ家のようなラウンジ＆ライブラリーです。
や留学イベントなどの様々なイベントでご使用頂けます。

日中は主に勉強やグループワークの場所として、夜はディナー＆バータイ
ムでのソーシャライジングの場としてご活用頂けます。茶室や掘りごたつも
あり、異文化交流を促します。
一般の方も利用可能です。

●ラウンジ＆ライブラリーエリア： ㎡
●茶室 掘りごたつエリア： ㎡
●空調完備 施錠セキュリティ 完備 排気ダクト設置可能
●朝食、ランチ、ディナータイム、バータイムあり
● （寮生のみ使用可能）あり



詳細（各フロア）

プライベード空間はシンプル＆スマートに、共用部空間は豊かに広々と使える
新しい生活スタイルのご提案です。個室も完備しつつ、交流を促す 人一組で
のシェア が特徴です。

● ： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚
● ： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚
● ： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚
● ： ㎡ シングルベッド（下収納） ワードローブ デスク 棚

● ： ㎡
キッチン（ガス式２口） ダイニングテーブル 冷蔵庫 電子レンジ 各種調理
器具一式 食器類カトラリー類一式

●バストイレ：
バスタブ付き ウォシュレットトイレ 洗面台 洗濯機 ガス式乾燥機

● 共通：基本照明 カーテン 空調完備 施錠セキュリティ 完備
●エレベーターは各階でセキュリティあり



ルーフトップ西早稲田

早稲田や新宿の街を眺望できるルーフトップテラスで、バー利用も可能です。
気持ちのよい季節は１階の のお飲み物を屋上でも楽しめます。
寮内での イベントやグランピングなどの多様な活用方法が可能です。
一般の方も利用可能です。

●テラスエリア： ㎡
●エレベーターでのセキュリティ 完備 給排水 照明 電気
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ルーフトップ西早稲田茶室「天心庵」 キッチン・スタジオ 安心安全のセキュリティ

屋上テラス

・住人みんなで作り、育てる屋上テラス
・ 可能な広々としたデッキテラス
・スクリーンに映画を映し出す鑑賞会
・ や創作活動に活用できる屋上アトリエ
・ とも連携したフードサービス、
　グランピングサービス

・茶道教室 で文化交流
・ゲストルームとして泊まれる茶室
・グループワークでも使える個室
・早朝の瞑想やヨガでマインドフルネス
・夜は茶室で抹茶カクテルを仲間と楽しむ

・英語を使っての寿司レッスン
・お互いの国の料理を作り、シェアすることで文化の
壁を越えた、活気あるコミュニティの場が生まれる
・留学に向けた勉強、コーヒータイム

・美味しいコーヒーとともに健康によい朝食を
・グループワークの拠点
・日本の 文化とクラフトビールを楽しむ
・ライブラリー・カフェで学校の友人を招いて　ともに勉
学に励む
・世界で活躍する卒業生による

・エントランスでの認証、エレベーターで各階
　へのアクセスセキュリティの確保、各個室で
　の三段階のセキュリティ
・コミュニティ形成を阻害しない、安心安全かつシー
ムレスなセキュリティ

プライベート空間とパブリック空間の最適な棲み分けをデザインし、入居者の交流と自己成長を最大化

プライベート パブリック

プライベートとパブリックの調和レベル

早起きして
茶室で瞑想

大学での授業まで
ライブラリーで勉強

Suiteメイトと
キッチンで夕食

ルーフトップで
ネットワーキング

一日を終え、夜は
完全個室で就寝



言語的なバリアを乗り越えて、自分の夢や取り組みをシェ
アできる人材に育ってもらうため、 での住環境
を各種教育プログラムと共に作り込みます。

・
・ 集中特訓
・
・ビジネス英語レッスン
・就活日本語レッスン

グローバルキャリアや海外トップスクールへの留学などに
関心のある入居者様に各種教育サービスを提供していま
す。切磋琢磨できる多様な仲間と一緒に、国際人材として
の成長を最大化して頂けるようお手伝いします。

・ 対策
・エッセイコンサルティング
・インタビュー対策
・外資系企業や海外就職・転職を対象としたカウンセリング
（レジュメ指導やインタビュー対策など）

では多様なイベントやプログラムに参加し
て頂けます。住む場所の「シェア」のみらず、住まう
人々が各々の夢や取り組みを「シェア」する場作
り、コミュニティづくりを目指します。

グローバルキャリアや海外トップスクールへの留学
などに関心のある入居者様に各種教育サービスを
提供しています。（例：ビジネス英語レッスン、
やエッセイ等の留学対策コーチング）

では多様なイベントやプログラ
ムに参加して頂けます。住む場所の
「シェア」のみらず、住まう人々が各々
の夢や取り組みを「シェア」する場作り、
コミュニティづくりを目指します。

では多様なイベントやプログラ
ムに参加して頂けます。住む場所の
「シェア」のみらず、住まう人々が各々
の夢や取り組みを「シェア」する場作り、
コミュニティづくりを目指します。

メンバーの方は年間を通して多様なイベントやプロ
グラムに参加して頂けます。各種イベントやワークショップ
を通じ、国際舞台で活躍するために必要な人間性やスキ
ルを身に付けます。

・月替りでのイベント（鮨、 、カクテルパーティ、
、茶道教室など）

・ビジネスマッチングや異業種交流
・エクスカーション
・ボランティア活用



U Share Student（Standard）: 2F - 8F 価格

賃料 月額 79,000

水光熱費、インターネット 月額 14,000

定期清掃費 月額 9,000

共益費 月額 12,000

損保（1年契約の場合） 年額 8,000

保証料 初回 50,000

入館費* 初回 120,000
メンバーシップ料（教育、キャリアサービス、

イベント参加費用等含む）
年額 80,000

・ トランクひとつで生活スタートが可能
・初期コストが最小限：敷金礼金仲介手数料一切なし 家具家電つき
・共用部には毎週清掃が入り、常に清潔な空間
・住みながら学べる成長への自己投資
・民泊でサブリース可能：不在期間中のインカム創出（応相談）
・選抜による、多様で本気の仲間が集う
・一人一ポスト利用可能、宅配ボックス利用可能

付属家具家電リスト：
専有品：ベッド 寝具１セット デスク 照明 棚収納 ハンガーラック ワードローブ
共用品：ヘアドライヤー バス用品 キッチン用品カトラリー類 冷蔵庫 各種家電 書籍

タイプに付属（専有部外に専用ロッカーあり）

U Share Work Station 価格

シェアオフィス・メンバーシップ

・ラウンジバーでの無料コーヒーとスナック

・オールでの勉強可能

・アメニティ使用自由

・Language Exchange 体験

・法人登記、サークル登記可能（応相談）

・契約ロッカーあり

月額 19,800

初期メンバーシップ登録料 入居時 50,000

U Share Student: 9F 価格

賃料 月額 85,000

水光熱費、インターネット 月額 14,000

定期清掃費 月額 9,000

共益費 月額 14,000

損保（1年契約の場合） 年額 8,000

保証料 初回 50,000

入館費* 初回 120,000

メンバーシップ料（教育、キャリアサービス、

イベント参加費用等含む）
年額 80,000

U Share Guest Room 価格

ゲストルーム宿泊（茶室/サブリース) 1泊 9,000 ~
清掃費用（連泊時は最終日のみ） チェックアウト時 4,000

*入館費には下記を含みます

入館契約手続き /鍵 ID発行費 /クリーニング済み家具寝具一式 /オリエンテーション等



賃貸申込 お問合せ

株式会社
事業部 西早稲田担当：井上貴文

詳細

https://jp.u-share.com/nishi-waseda/ 

西早稲田 月グランドオープン

住まう人の成長や経験をデザインすることにこだわる 西早稲田。
多様なコミュニティでの暮らしを通じ、生涯に渡って研鑽し合える仲間を見つけてみませんか？


