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福岡都市成長戦略プロジェクト 

「福岡インターナショナルハウス」施設内覧会開催のお知らせ 
 

 有限責任事業組合福岡都市成長戦略プロジェクト（以下、福岡都市成長戦略プロジェクト）

は、都市間競争が激化する中でも、福岡が持続的に快適な都市でありつづける為に、具体的な

プロジェクトを検討・実施していくことを目的としています。 
 
今回、福岡都市成長戦略プロジェクトにおいて、留学生と国際企業の社会人によるシェアハ

ウス「福岡インターナショナルハウス」を開設し、6 月 15 日（土）に、オープンハウス（施

設内覧会）を開催します。 
オープンハウスには、留学生数十名（近隣の九州大学、西南学院大学等の留学生を予定）と、

現在福岡の企業に就職している元留学生、福岡都市成長戦略プロジェクトメンバーらが参加し、

“福岡で働く外国人のトークセッション”や“手巻き寿司大会”等を予定しています。 
このオープンハウスにて、留学生、元留学生、福岡の企業で働く社会人とで交流を図り、「福

岡インターナショナルハウス」の入居後のイメージをもってもらうことを目的として実施しま

す。 
当日は、報道関係者向けに、施設内覧及びプロジェクトメンバーからのプロジェクト説明も

行います。 
 
□福岡インターナショナルハウス オープンハウス 
 

日時：2013 年 6 月 15 日（土） 11:00～13:30 
場所：福岡インターナショナルハウス （現地：福岡市西区下山門 1 丁目 22 番 18 号） 
内容：インターナショナルハウス内覧会、福岡で働く外国人のトークセッション 
   Welcome Lunch（手巻き寿司大会）等 
参加費：無料 
参加者：福岡の留学生、元留学生の社会人、地元国際企業の社会人、 

福岡都市成長戦略プロジェクトメンバー、報道関係者を予定 
 

 
□福岡インターナショナルハウス 概要 

 

住所：福岡市西区下山門 1 丁目 22 番 18 号 
建物：鉄筋コンクリート造り 4 階建て 
対象：男子専用 定員 30 名（うち留学生 15 名、社会人 15 名） 
月額家賃：留学生 29,000 円（共益費、水光熱費別）、社会人 39,000 円（共益費、水光熱費別） 
管理会社：株式会社共立メンテナンス 
 
・留学生向けには、座禅会等の日本文化体験イベントなども予定しており、社会人向けには、英会

話教室等を週 1 回ペースで実施する予定です。 
・入寮する留学生は、福岡都市成長戦略プロジェクトメンバーが面接を実施し、入寮者を選定する

予定です。 
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（参考情報） 

福岡都市成長戦略プロジェクトとは： 

「有限責任事業組合（LLP）福岡都市成長戦略プロジェクト」は、異なる専門分野で活動する 4 名の学識経験者と株式会社福岡

リアルティの産学連携によって、福岡の潜在力を引き出し、コスモポリタン・シティとして福岡が世界デビューするプラットフ

ォームの構築を目指して設立された「実行部隊（Act Tank）」です。 

 

 

組合の名称：   有限責任事業組合福岡都市成長戦略プロジェクト  

組合の主たる事務所：福岡市博多区住吉 1丁目 2番 25 号  

組合の設立日：   2010 年 4 月 15 日  

組合の事業：   組合員は、本組合の事業として、共同で次に掲げる事業を営むことを約する。 

1.都市の成長開発、活性化等に関する調査、研究 

2.都市の成長開発、活性化等のための戦略立案 

3.前各号に附帯関連する一切の業務 

組合員：      星野 裕志 九州大学大学院 経済学研究院 教授  

         横山 研治 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部 学部長 

          坂口 光一 九州大学大学院統合新領域学府 教授  

岡田 昌治  九州大学国際法務室 副室長 

 

Web サイトのアドレス： http://www.walktogether-fukuoka.jp/ 
 

 

 

福岡市博多区住吉 1 丁目 2 番 25 号 

株式会社福岡リアルティ 

代表者名 代表取締役社長 松雪 恵津男 

 

問い合わせ   TEL．092-272-3900 

福岡リアルティ内 

有限責任事業組合福岡都市成長戦略プロジェクト

事務局長 小原 千尚 
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To apply:
e-mail:walktogether-fukuoka@fr-net.co.jp

福岡都市成⻑戦略プロジェクト Fukuoka Urban Growth Project
(Fukuoka Realty Co., Ltd.)

1-22-18 Shimoyamato, Nishi-ku, Fukuoka
  See reverse for directions.

Free Food

Fukuoka International House (FIH)

International Students
are WELCOME!

Join us:

OPEN
HOUSE
 Saturday June 15th
11:00am-1:30pm 

Fukuoka International House (FIH)

International House Tour
Talk Session



INTERNATIONAL
HOUSE

Fukuoka

問合せ･お申込先　管理会社／株式会社共立メンテナンス

興味を持たれた方はこちらまで！

0120-88-4921Free
Call

Walk Together は企業と留学生との
交流拡大を目指しています。

日本・福岡で就職したい
異文化交流をしたい留学生の方へ

留学生・社会人（日本人）向け
「福岡インターナショナルハウス」

プライベートシャワー居室（個室 15㎡）

福岡市西区下山門１丁目22-18
2013年 4月リニューアルオープン
鉄筋コンクリート造り４階建て　男子専用　定員３０名
食堂・共用キッチン・共用洗濯乾燥室・ラウンジ・トイレ
プライベートシャワー[３基 ]・駐輪場・オートロック玄関
机・イス・ベッド・２ドア冷蔵庫・クローゼット・エアコン・
カーテン・館内Wi-Fi 接続つなぎ放題（無料）
月額29,000円（共益費込み）
月額11,000円（定額）
◆入館費・保証金　０円　◆仲介手数料　０円
※別途、退去時にクリーニング代（15,000円）
常駐

住所
概要
建物
共用設備

居室設備

館費
水光熱費

管理人

※入居の際は、指定の賃貸住宅総合保険への加入が必須となります。
　（保険料 5,500 円 / 年間）

食堂・ラウンジ食堂・ラウンジ外観

共用洗濯機　乾燥機共用洗濯機　乾燥機

TOEIC730 点以上、IELT6.0 以上、
TOEFL(PBT）550 点以上のいずれか
または同程度の英語力を有すること。
入居申請受付後、面接があります。

●地下鉄・ＪＲ 姪浜駅より徒歩 13分
●姪浜から九大学研都市まで地下鉄で 9分
●姪浜から天神まで地下鉄で 13分

ファミリーマート
下山門１丁目店（徒歩 2分）

（平日／9:00～ 19:00   土日祝／ 9:00～ 17:30)

応
募
条
件

普通の寮とは
ここが
違います！

①ビジネスセミナー・日本企業との交流会随時開催で、日本での就職に役立つ！
②座禅会など、日本文化体験イベントあり！
③家具・家電付き、広々とした共用スペースで、充実したコミュニケーション！

当地当地当地
ウエストコート姪浜（徒歩 7分） 
スーパー、Mr.MAX、レストラン等

福岡都市高速環状線

マックスバリュ姪浜店
（徒歩 10分）

食堂・ラウンジ

共用洗濯機　乾燥機

地図データ c 2013 Google,ZENRIN



INTERNATIONAL
HOUSE

Fukuoka

問合せ･お申込先　管理会社／株式会社共立メンテナンス

興味を持たれた方はこちらまで！ 0120-88-4921Free
Call

国際感覚・英語を身につけたい
社会人の方へ

留学生・社会人（日本人）向け
「福岡インターナショナルハウス」

プライベートシャワー居室（個室 15㎡）

福岡市西区下山門１丁目22-18
2013年 4月リニューアルオープン
鉄筋コンクリート造り４階建て　男子専用　定員３０名
食堂・共用キッチン・共用洗濯乾燥室・ラウンジ・トイレ
プライベートシャワー[３基 ]・駐輪場・オートロック玄関
机・イス・ベッド・２ドア冷蔵庫・クローゼット・エアコン・
カーテン・館内Wi-Fi 接続つなぎ放題（無料）
月額39,000円（共益費込み）
月額11,000円（定額）
◆入館費・保証金　10万円　◆仲介手数料　０円
※別途、退去時にクリーニング代（15,000円）
常駐

住所
概要
建物
共用設備

居室設備

館費
水光熱費

管理人

※入居の際は、指定の賃貸住宅総合保険への加入が必須となります。
　（保険料 5,500 円 / 年間）

食堂・ラウンジ食堂・ラウンジ外観

共用洗濯機　乾燥機共用洗濯機　乾燥機

●地下鉄・ＪＲ 姪浜駅より徒歩 13分
●姪浜から九大学研都市まで地下鉄で 9分
●姪浜から天神まで地下鉄で 13分

ファミリーマート
下山門１丁目店（徒歩 2分）

（平日／9:00～ 19:00   土日祝／ 9:00～ 17:30)

普通の寮とは
ここが
違います！

①英会話教室を開催（週1回）、英語のレベルアップに役立つ！
②留学生との交流を重視した「国際派」向けの寮！
②家具・家電付き、広々とした共用スペースで、充実したコミュニケーション！

当地当地当地
ウエストコート姪浜（徒歩 7分） 
スーパー、Mr.MAX、レストラン等

福岡都市高速環状線

マックスバリュ姪浜店
（徒歩 10分）

食堂・ラウンジ

共用洗濯機　乾燥機

Walk Together は企業と留学生との
交流拡大を目指しています。
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