
　ウィークリー・マンスリーマンションの

１， ウィークリマンション、マンスリーマンションのご説明 　　４，ご契約までの流れ
簡単にご説明しますと、家具付の短期契約型の賃貸マンション、アパートになります。　 ①入居申込
生活に必要なテレビ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ等の家電製品はもちろん、食器、寝具類 　　　　　　　入居申込書を見積もり料金表、ご契約の手引き、物件紹介と共にＦＡＸ又はメールで送付させて頂きます。　入居申込フォーム、お見積書、ご契約のご案内、物件紹介と共にメールで送付させて頂きます。
まで一通り揃っており、入居当日からいつもの生活ができます。 　　　　　　　そちらをご確認の上、ご検討頂き、宜しければ入居申込書にご記入して頂き、　そちらをご確認の上、ご検討頂き、宜しければ入居申込フォームの必要事項を記入していただき、
自分の部屋の様にくつろげるというのが、ホテルとは違うところです。 　　　　　　　返送をして頂いた時点で予約完了とさせて頂きます。　身分証明書のコピーと合わせて、お手続きを完了させ下さいませ。
賃貸物件を借りる際に必要な、「敷金・礼金」が必要なく、その他初期費用等も掛かりません。 　当社で審査をさせて頂き、審査終了後、当社よりご連絡をさせて頂きます。
以下に当社マンスリー物件のご紹介を致しますので、ご検討下さい。 　　　　　　　他のお客様の入居申込書が先に届いた場合は、そちらのお客様が優先となりますので、　他のお客様の入居申込データが先に届いた場合は、そちらのお客様が優先となりますので、

　　　　　　　なるべく早く返送をして頂ければと思います。　なるべく早くお手続きをして頂ければと思います。
尚、空室状況により、ご希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。 　ご入金は、銀行振込、カード決済、コンビニ決済、ご来店持参をお選び頂けます。

２， お問合せ方法 ②契約書
①　当社ホームページ上のお問合せフォーム　メールからのお問合せ。　 　入居申込データ到着後、契約書をご用意致します。郵送契約又は来店契約をお選び頂けます。

　http://www.monthly-create.com/　 　来店の場合は、印鑑、契約者様、ご入居者様全員分の身分証明書（運転免許書、健康保険証、
　又は、 と検索して下さい。 　　　　　　入居申込書到着後契約書を作成致します。　パスポート、学生証等）、契約金をご持参の上ご来店頂き、契約となります。

　　　　　　来店の場合は、印鑑、ご入居者様全員分の身分証明書（運転免許書、健康保険証、パスポート、学生証等）、　郵送の場合は契約書をお送り致しますので、ご署名・ご捺印後、ご返送下さい（到着後5日以内）。
②　当社受付電話へのお問合せ。 　契約金をご持参の上ご来店頂き、契約となります。

　郵送の場合は、契約書をお送り致しますので、ご記入、ご捺印後、ご返送下さい。

③鍵の受渡し
　ご契約時、書面にて鍵の受渡し方法をお伝え致します。

　　　　　　ご入金確認後、鍵の受渡し方法をお伝え致します。④ご入居
　ご入居のお時間は10：00～18：00の当社の営業時間内にお願いします。

　　　　　④ご入居　鍵をお受取になられましたら、そのまま、ご入室下さい。お部屋に入られましたら、　
  　　　　　ご入居のお時間は10：00～18：00の当社の営業時間内にお願いします。　必ず当社にご一報ください。ご入室が18時以降になる場合は、18時までにご連絡ください。
　　　　　鍵をお受取になられましたら、鍵を開けそのままご入居下さい。　　ご入居中に設備品等に不備がございましたら、当社までご連絡下さい。早急にご対応させて頂きます。

　また、室内は清潔にご利用頂くようご協力下さい。
　退去は当社への退室連絡と、鍵の返却をもって退去とみなします。お部屋を出られる際
　必ず当社にご一報下さい。鍵の返却方法はご契約頂いた際にお伝え致します。

※お問合せ開始日当日はお電話が繋がりにくくなる可能性がございます。 　　５，退去について
　10：00～18：00のご退室が難しい場合は事前にご連絡下さい。

３， お問合せ上の注意点　　　　
①　お問い合わせは随時受け付けてございます。※最低契約期間は基本14日間となります。 　　６，再契約・途中解約がある場合　再契約・途中解約共に下記表に従って必ずお電話下さい。
　　※３０日以上先のお問い合わせ・ご予約は受け付けておりません。ご了承下さい。 　期日までにお電話を頂けない場合は期間満了による契約終了とさせて頂きます。
　　内装等は、当社ホームページにてご確認下さい。
③　お問合せを頂いても、ご希望の期間が満室により、ご紹介出来ない場合もございます。　　
④　現在ご入居中のお客様の再契約の可能性もございます。
　　お問合せを頂いても、再契約確認日にならないと、確実にお返事出来ない事がございます。
　　また、再契約の有無により、再契約確認日まで待って頂いても、ご紹介出来ない場合もございます。
⑤　ご入居可能なお部屋のお見積書・入居申込データをメールにて送らせて頂きます。 　　７，キャンセル　予定の変更等がありキャンセルとなる場合は当社にお知らせ下さい。
　　他のお客様のお申込が先に入ってしまった場合、その方がご優先となります。入居申込後、 　キャンセルとなった場合はキャンセル料を頂くことになります。
　　その後審査に入りまして、審査結果後、ご予約完了のお電話をさせて頂きます。
お電話による、仮押さえ、仮申込は受け付けておりません。注意点をご了承の上、お問合せ下さい。
⑥　リピーター様割引は適用できません。予めご了承下さい。
◆ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
◆お部屋のお問合せの際には「武蔵野美術大学のスクーリングの資料を見て」と必ずお伝え下さい。
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　　　クリエイトマンスリー　ホームページＵＲＬ　：　

お問い合せは随時受け付けてございます

受付時間 ＡＭ１０：００～ＰＭ18：００

ご契約満了日の３０日前

クリエイトマンスリー

TEL:０４２-３０６-３８７１　　フリーダイヤル：０１２０-６９６-７３０

契約期間 再契約・解約予告の意思表示の期日

お申込後～入居１５日前まで

３０日以上のご契約

一律　１０,０００円

１４～２９日間のご契約 原則再契約・解約は出来ません

入居１４日前～ご入居当日 一律　３０,０００円

〒189-0013 東京都東村山市栄町2－32－13

株式会社クリエイト西武 TEL: ０４２-３０６-３８７１
FAX: ０４２-３０６-３８７２
EMAIL: monthly@create-seibu.com



・キッチンで自炊できるから節約できる

・備品もそろってるから買い揃える必要もなくて便利  

・門限を気にしなくて良いからラク  

・冷蔵庫が大きいから食材や飲み物も買い置きできる 

・料金がわかりやすくて、安い 

・２人でも入居が可能　※1名様入居のみ可能な部屋もございます。

※上記の会社のカード・提携カードがご利用頂けます。

※コンビニ決済は、上記店舗のみでお支払頂けます。

※法人契約の場合は、銀行振込・来店入金・クレジットカード決済

　（法人名義で作成したクレジットカード）のみとなります。

¥0

例）１４日間利用した場合

利用料金
光熱費
管理費

清掃料他 合計

¥112,000

¥20,000

2

\4,000/日　　　
×14日間

\1,300/日
×14日間 ¥94,200

ビジネスホテル
など

\8,000円/日
×14日間

¥0

ご入居までの流れ

オペレーターのスムーズな対応でご契約・ご入居が可能！

◆お部屋のご予約はお申込書の

先着順となります。

◆申込書が当社に到着した時点から

キャンセル料発生の対象となります。

◆お申込時に必ず身分証明書の

コピーをお送り下さい。

審査に必要となります。

◆審査内容のお問合せには、

ご回答致しかねます。

◆お支払いは下記４つの決済方法より

お選び下さい。

◆契約は郵送と来店が選択できます。

来店時のお支払いも可能です。

ここが人気！クリエイトマンスリー ビジネスホテルとの料金比較

長く滞在するほどマンスリーマンションがお得になります。
必要な時に、必要なだけ借りる事が出来るので経済的。

◆カバン１つですぐに生活がスタート！

０１２０-６９６-７３０
フリーダイヤル

株式会社クリエイト西武

※臨時休業・年末年始を除く。

選べる４つの決済方法

お部屋にご入居

◆希望地などをお伝え頂けましたら、

オペレーターがお客様に

合ったお部屋を検索！

２週間で １７，８００円以上 お得！！

お問合わせ

まずは電話かメール
で、気になる物件をお
問合わせ。オぺレー
ターが空室状況をす
ぐに検索致します。

ご紹介資料送付

お部屋のご紹介が可
能な場合、申込フォー
ム、お見積書等の資料
をメールにてお送りさ
せていただきます。

お申込・審査

当社からお送りする
お申込フォームへ必
要事項をご記入の上、
お申込みください。
※お電話でのご予約
は一切受け付けてお
りません。

ご入金・ご契約

契約書類及び精算書
類は郵送でご指定の
住所へお送り致しま
す。
また精算書記載の振
込み期日迄にお支払
いをお願い致します。

ご入居日

契約開始日より、ご入
居可能。事前にお送
りする物件情報と地
図をご確認いただき、
直接物件へ。鍵は、
基本的に現地でお受
取りいただけます。
※当社での立合いは

または✆042-306-3871／受付10：00～18：00 土・日休業



駅 徒歩 分

㎡ 築

２０１９年12月築の新築物件です！
ハイグレードな設備をそろえてあります！
ネット接続無料！

駅 徒歩 分

㎡ 築

２０１９年12月築の新築物件です！
ハイグレードな設備をそろえてあります！
ネット接続無料！

【CREATE】マンスリー一橋学園

¥3,800 円/日

【CREATE】マンスリー一橋学園

¥3,800 円/日

築年月

備考

間取り 1R構造 木造造

★オートロック完備

賃料

賃料

2019年12月面積

物件名

所在地
東京都小平市学園西町３丁目2-16
〒187-0045

アクセス
一橋学園駅→鷹の台駅　

乗車時間15分

西武多摩湖線
駅名

面積 2019年12月

一橋学園

22.46

沿線名
8

1R

★インターネット完備

築年月

★インターネット完備
★オートロック完備

備考

8

〒187-0045
物件名

★建物オートロック完備

所在地

一橋学園
一橋学園駅→鷹の台駅　

乗車時間15分

東京都小平市学園西町３丁目2-16
沿線名

22.46

西武多摩湖線

木造造 間取り

駅名

構造

アクセス

★建物オートロック完備

3

【１名様でご利用の場合】
●賃 料： 賃料（日割）×ご契約日数
※賃料は変動する場合もございますので予めご了解下さい。

●光 熱 費： 光熱費（日割）×ご契約日数

●清 掃 費： ご契約時のみのお支払い

●管 理 費： ５００円/日×ご契約日数

●保 険 料： ５００円/月
（保険への加入を契約の条件とさせて頂いております）

【２名様以上でご利用の場合】
●賃 料： １，０００円/日

●光 熱 費： 追加料金なし

●清 掃 費： 追加料金なし

※正式な料金、お見積もりに関してはお問合せ下さい。

ご利用料金



駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

広々１DKのお部屋、ゆったりくつろげます！ 広々９畳の１Rお部屋、ゆったりくつろげます！
コジマ電気、ドン・キホーテもすぐ近くにあります！ コジマ電気、ドン・キホーテもすぐ近くにあります！
ネット接続無料です！！！ ネット接続無料です！！！

駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

広々１R+ロフトのお部屋、ゆったりくつろげます！ 近くのコンビニまで徒歩３０秒！！
コジマ電気、ドン・キホーテもすぐ近くにあります！ ネット接続無料です！！！
ネット接続無料です！！！

【CREATE】マンスリー小川C

¥3,900 円/日

【CREATE】マンスリー小川２

¥3,600 円/日

【CREATE】マンスリー小川A

¥3,850 円/日

【CREATE】マンスリー小川B

¥3,800 円/日

〒189-0024

★ネット接続無料
★特殊カードキー仕様

西武拝島線

築年月

賃料

構造
2018年2月

★コンビニ至近
★広めの1Rとなります

★浴室乾燥機付

★建物オートロック完備 ★独立洗面台
★モニター付インターホン ★浴室乾燥機付

23.51 1988年2月

★浴室乾燥機付★モニター付インターホン

面積

築年月

東京都東村山市富士見町１丁目4-39

2018年2月

西武拝島線

木造2階建 間取り

小川駅→鷹の台駅　乗車時間２分

駅名

アクセス

構造

★モニター付インターホン

7

1R
23.8

所在地
〒189-0024
東京都東村山市富士見町１丁目4-39

物件名物件名

沿線名
7

アクセス

西武拝島線
駅名

構造

小川駅→鷹の台駅　乗車時間２分

所在地

築年月 2018年2月

小川
沿線名

構造

賃料

面積25.86

面積

木造2階建

駅名

アクセス

東京都東村山市富士見町１丁目4-39
沿線名

25.86 築年月

賃料

所在地

小川

小川 7

鉄骨造間取り

賃料

備考 備考

小川駅→鷹の台駅　乗車時間２分

１R+ロフト

備考

木造2階建

物件名

〒189-0024

間取り 1R

★建物オートロック完備 ★独立洗面台

駅名

アクセス

面積

5

間取り

★独立洗面台

小川

物件名

所在地
〒187-0035
東京都小平市小川西町3-18-11

１DK

小川駅→鷹の台駅　乗車時間２分

西武国分寺線・西武拝島線

4

備考

沿線名

★建物オートロック完備



駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

近くのコンビニまで徒歩３０秒！！ Wi-Fi使用可能！！
Wi-Fi使用可能！！ 駅前にスーパーもございます！！

お部屋はモニター付きインターホン！！

駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

Wi-Fi使用可能！！ 駅周辺はスーパーや商店が充実！！
駅前にスーパーもございます！！ Wi-Fi使用可能！！
管理人さんもいらっしゃいます！！ コンビニまで徒歩2分！！

【CREATE】マンスリー東村山２

東村山駅→鷹の台駅　乗車時間６分

¥3,600 円/日

【CREATE】マンスリー東村山A

東村山駅→鷹の台駅　乗車時間６分

¥3,800 円/日

★ネット接続無料 ★オートロック
★DVDプレイヤー設置 ★最上階

備考

面積 16.09 築年月 1987年11月

賃料

アクセス

構造 鉄筋コンクリート造 間取り 1K

所在地
〒189-0014
東京都東村山市本町1-13-14

沿線名 西武新宿線
駅名 東村山 8

★ネット接続無料 ★コンビニ至近
★特殊カードキー仕様 ★デスクチェア完備

備考

物件名

賃料 ¥3,500 円/日

構造 鉄骨造 間取り 1R
面積 18.57 築年月 1988年2月

沿線名 西武国分寺線・西武拝島線
駅名 小川 5

アクセス 小川駅→鷹の台駅　乗車時間２分

物件名

所在地
〒187-0035
東京都小平市小川西町3-18-11

【CREATE】マンスリー小川３ 物件名

所在地
〒189-0014
東京都東村山市本町2-8-12

【CREATE】マンスリー東村山１

沿線名 西武新宿線
駅名 東村山 4

アクセス 東村山駅→鷹の台駅　乗車時間６分

構造 鉄筋コンクリート造 間取り 1K
面積 21.60 築年月 1990年5月

賃料 ¥3,650 円/日

★ネット接続無料 ★オートロック
★DVDプレイヤー設置 ★デジタルテンキー

備考

物件名

所在地
〒189-0014
東京都東村山市本町2-14-3

沿線名 西武新宿線
駅名 東村山 4

アクセス

構造 木造 間取り 1R
面積 21.11 築年月 2017年3月

賃料

★ネット接続無料（Wi-Fi） ★2口IHコンロ
★築浅物件 ★バス／トイレ別

備考

5



駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

駅周辺はスーパーや商店が充実！！ 駅周辺はスーパー、デパートや商店が充実！！
Wi-Fi使用可能！！ 自転車レンタル無料！！
コンビニまで徒歩2分！！ Wi-Fi使用可能！！

駅 徒歩 分 駅 徒歩 分

㎡ 築 ㎡ 築

Wi-Fi使用可能！！ Wi-Fi使用可能！！
駅周辺には東急ストアや西友もあり 駅周辺には東急ストアや西友もあり
コンビニも徒歩１分の場所にございます！！ コンビニも徒歩１分の場所にございます！！

円/日

【CREATE】マンスリー立川２

¥3,500 円/日

【CREATE】マンスリー武蔵小金井１R

¥3,650 円/日

【CREATE】マンスリー武蔵小金井１DK

¥3,750 円/日

武蔵小金井駅　→　吉祥寺駅　乗車時間１０分

国分寺駅乗り換え　→　鷹の台駅　乗車時間１３分

鉄筋コンクリート造 間取り 1R
築年月 1987年8月

立川駅　→　吉祥寺駅　乗車時間２４分

国分寺駅乗り換え　→　鷹の台駅　乗車時間２４分

武蔵小金井駅　→　吉祥寺駅　乗車時間１０分

国分寺駅乗り換え　→　鷹の台駅　乗車時間１３分

物件名 物件名【CREATE】マンスリー東村山B

所在地
〒189-0014

所在地
〒190-0022

東京都東村山市本町2-14-3 東京都立川市錦町3-9-25
沿線名 西武新宿線 沿線名 JR中央線・JR南武線
駅名 東村山 4 駅名 立川 15

アクセス アクセス

構造 木造 間取り 1R+ロフト 構造

東村山駅→鷹の台駅　乗車時間６分

面積 23.18 築年月 2017年3月 面積 22.62

賃料¥3,850

★ネット接続無料（Wi-Fi） ★2口IHコンロ ★ネット接続無料 ★オートロック
★ロフト有 ★バス／トイレ別 ★DVDプレイヤー設置 ★デジタルテンキー

賃料

備考 備考

物件名 物件名

所在地
〒184-0004

所在地
〒184-0004

東京都小金井市本町2-6-7 東京都小金井市本町2-6-7
沿線名 中央線 沿線名 中央線
駅名 武蔵小金井 2 駅名 武蔵小金井 2

アクセス アクセス

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 間取り 1DK 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 間取り 1R
面積 27.12 築年月 1984年4月 面積 30.11 築年月 1984年4月

賃料 賃料

★DVDプレイヤー設置 ★上層階
備考 備考

6

★ネット接続無料 ★コンビニ至近 ★ネット接続無料 ★コンビニ至近
★DVDプレイヤー設置 ★上層階
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中央線快速　中央線・総武線　路線図


