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＜東京＞ 

MIMARU 東京 赤坂 

【青山学院大学 青山キャンパス】ホテルから約15 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間5 分→表参道駅から徒歩5 分→大学）  

【上智大学 四谷キャンパス】ホテルから約25 分（丸の内線赤坂見附駅まで徒歩14 分→乗車時間3 分→四ツ谷駅から徒歩5 分→大学）  

【城西国際大学 東京紀尾井町キャンパス】ホテルから約25 分（南北線溜池山王駅まで徒歩12 分→乗車時間1 分→永田町駅から徒歩7 分→大学）  

【東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス】ホテルから約25 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間4 分→霞ケ関駅から徒歩14 分→大学）  

【実践女子大学 渋谷キャンパス】ホテルから約25 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間5 分→表参道駅から徒歩14 分→大学）  

【津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス】ホテルから約25 分（大江戸線六本木駅まで徒歩10 分→乗車時間5 分→国立競技場駅から徒歩6 分→大学）  

【國學院大學 渋谷キャンパス】ホテルから約25 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間5 分→表参道駅から徒歩15 分→大学）  

【城西大学 東京紀尾井町キャンパス】ホテルから約30 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間2 分→国会議事堂前駅から徒歩18 分→大学）  

【日本赤十字大学 広尾キャンパス】ホテルから約30 分（千代田線赤坂駅まで徒歩5 分→乗車時間5 分→表参道駅から徒歩20 分→大学）  

【国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス】ホテルから約徒歩15 分  

 

MIMARU 東京 上野NORTH 

【東京大学 弥生キャンパス 】ホテルから約徒歩23 分 

【日本医科大学 千駄木キャンパス 】ホテルから約徒歩32 分  

【東京電機大学 東京千住キャンパス 】ホテルから約20 分（日比谷線入谷駅まで徒歩8 分→乗車時間7 分→北千住駅から徒歩3 分→大学）  

【日本薬科大学 お茶の水キャンパス 】ホテルから約20 分（銀座線上野駅まで徒歩9 分→乗車時間3 分→末広町駅から徒歩8 分→大学）  

【東京芸術大学 上野キャンパス 】ホテルから約徒歩15 分 【東京大学 本郷キャンパス】ホテルから約徒歩21 分  

【東京芸術大学 千住キャンパス 】ホテルから約25 分（日比谷線入谷駅まで徒歩8 分→乗車時間7 分→北千住駅から徒歩7 分→大学）  

 



MIMARU 東京 上野稲荷町 

【東京大学 本郷キャンパス】ホテルから約徒歩20 分 【東京大学 弥生キャンパス】ホテルから約徒歩30 分  

【東京医科歯科大学 湯島・駿河台キャンパス】ホテルから約20 分（銀座線稲荷町駅まで徒歩3 分→乗車時間5 分→末広町駅から徒歩11 分→大学）  

【東洋学園大学 本郷キャンパス】ホテルから約25 分（大江戸線新御徒町駅まで徒歩12 分→乗車時間4 分→本郷三丁目駅から徒歩8 分→大学）  

【中央大学 後楽園キャンパス】ホテルから約25 分（大江戸線新御徒町駅まで徒歩12 分→乗車時間6 分→春日駅から徒歩7 分→大学）  

【東京電機大学 東京千住キャンパス】ホテルから約25 分（日比谷線上野駅まで徒歩8 分→乗車時間9 分→北千住駅から徒歩3 分→大学）  

【第一工科大学 東京上野キャンパス】ホテルから約徒歩5 分  

 

MIMARU 東京 日本橋水天宮前 

【聖路加国際大学】ホテルから約15 分（日比谷線茅場町駅まで徒歩7 分→乗車時間4 分→築地駅から徒歩2 分→大学）  

【共立女子大学 神田一ツ橋キャンパス】ホテルから約15 分（メトロ半蔵門線 水天宮前駅まで徒歩3 分→乗車時間8 分→神保町駅から徒歩3 分→

大学）  

【明治大学 駿河台キャンパス】ホテルから約20 分（半蔵門線 水天宮前駅まで徒歩3 分→乗車時間8 分→神保町駅から徒歩7 分→大学）  

【専修大学 神田キャンパス】ホテルから約20 分（半蔵門線 水天宮前駅まで徒歩3 分→乗車時間8 分→神保町駅から徒歩4 分→大学）  

【東京歯科大学水道橋キャンパス】ホテルから約20 分（半蔵門線 水天宮前駅まで徒歩3 分→乗車時間7 分→神保町駅から徒歩10 分→大学）  

【東京海洋大学 越中島キャンパス】ホテルから約25 分（東西線 茅場町駅まで徒歩7 分→乗車時間3 分→門前仲町駅から徒歩12 分→大学）  

【日本大学 駿河台キャンパス】ホテルから約25 分（半蔵門線 水天宮前駅まで徒歩3 分→乗車時間8 分→神保町駅から徒歩10 分→大学）  

【東京慈恵会医科大学 西新橋キャンパス】ホテルから約30 分（日比谷線茅場町駅まで徒歩7 分→乗車時間14 分→虎ノ門ヒルズ駅から徒歩7 分→

大学）  

【慶応義塾大学 三田キャンパス】ホテルから約30 分（都営浅草線 人形町駅まで徒歩7 分→乗車時間12 分→三田駅から徒歩8 分→大学）  

 

MIMARU 東京 銀座EAST 

【聖路加国際大学】ホテルから約徒歩10 分  

【東京海洋大学 越中島キャンパス】ホテルから約15 分（京葉線八丁堀駅まで徒歩6 分→乗車時間3 分→越中島駅から徒歩5 分→大学）  

【芝浦工業大学 豊洲キャンパス】ホテルから約20 分（有楽町線新富町駅まで徒歩4 分→乗車時間5 分→豊洲駅から徒歩10 分→大学）  

【芝浦工業大学 芝浦キャンパス】ホテルから約25 分（浅草線宝町駅まで徒歩5 分→乗車時間9 分→三田駅から徒歩7 分→大学）  

【慶応義塾大学 三田キャンパス】ホテルから約25 分（浅草線宝町駅まで徒歩5 分→乗車時間9 分→三田駅から徒歩8 分→大学）  

【日本薬科大学 お茶の水キャンパス】ホテルから約25 分（銀座線京橋駅まで徒歩7 分→乗車時間7 分→末広町駅から徒歩7 分→大学）  

【法政大学 市ヶ谷キャンパス】ホテルから約25 分（有楽町線新富町駅まで徒歩4 分→乗車時間11 分→市ヶ谷駅から徒歩9 分→大学）  

【東京家政学院大学 千代田三番町キャンパス】ホテルから約25 分（有楽町線新富町駅まで徒歩4 分→乗車時間11 分→市ヶ谷駅から徒歩9 分→大

学）  

 

MIMARU 東京 新宿WEST 

【文化学園大学 新都心キャンパス】ホテルから約徒歩1 分  

【工学院大学 新宿キャンパス】ホテルから約徒歩10 分  

【東京国際工科専門職大学】ホテルから約徒歩10 分  

【宝塚大学 東京新宿キャンパス】ホテルから約15 分（大江戸線 都庁前駅まで徒歩8 分→乗車時間2 分→新宿西口駅から徒歩3 分→大学）  

【東京医科大学 】ホテルから約20 分（新宿線新宿駅まで徒歩8 分→乗車時間1 分→新宿三丁目駅から徒歩11 分→大学）  

【津田塾大学 千駄ヶ谷キャンパス】ホテルから約25 分（大江戸線 都庁前駅まで徒歩8 分→乗車時間7 分→国立競技場駅から徒歩6 分→大学）  



【早稲田大学 西早稲田キャンパス】ホテルから約25 分（山手線新宿駅まで徒歩10 分→乗車時間2 分→新大久保駅から徒歩11 分→大学）  

 

MIMARU 東京 八丁堀 

【聖路加国際大学】ホテルから約15 分（日比谷八丁堀駅まで徒歩7 分→乗車時間1 分→築地駅から徒歩3 分→大学）  

【東京海洋大学 越中島キャンパス】ホテルから約15 分（京葉線八丁堀駅まで徒歩7 分→乗車時間2 分→越中島駅から徒歩5 分→大学）  

【専修大学 神田キャンパス】ホテルから約20 分（東西線茅場町まで徒歩3 分→乗車時間7 分→九段下駅から徒歩5 分→大学）  

【共立女子大学 神田一ツ橋キャンパス】ホテルから約20 分（東西線茅場町駅まで徒歩3 分→乗車時間6 分→竹橋駅から徒歩9 分→大学）  

【東京理科大学 神楽坂キャンパス】ホテルから約20 分（東西線茅場町駅まで徒歩3 分→乗車時間9 分→飯田橋駅から徒歩6 分→大学）  

【日本大学 三崎町キャンパス】ホテルから約20 分（東西線茅場町駅まで徒歩3 分→乗車時間7 分→九段下駅から徒歩8 分→大学）  

【日本歯科大学 東京キャンパス】ホテルから約20 分（東西線茅場町駅まで徒歩3 分→乗車時間9 分→飯田橋駅から徒歩7 分→大学）  

【東京慈恵会医科大学西新橋キャンパス】ホテルから約 25 分（日比谷線八丁堀まで徒歩 7 分→乗車時間 11 分→虎ノ門ヒルズ駅から徒歩 7 分→大

学）  

【日本薬科大学 お茶の水キャンパス】ホテルから約25 分（銀座線日本橋駅まで徒歩9 分→乗車時間6 分→末広町駅から徒歩7 分→大学）  

【東京歯科大学 水道橋キャンパス】ホテルから約25 分（東西線茅場町まで徒歩3 分→乗車時間7 分→九段下駅から徒歩12 分→大学）  

 

＜京都＞ 

MIMARU 京都STATION 

【京都教育大学 藤森学舎】ホテルから約20 分（奈良線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間9 分→ＪＲ藤森駅から徒歩2 分→大学）  

【同志社大学 今出川キャンパス】ホテルから約20 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間9 分→今出川駅から徒歩2 分→大学）  

【龍谷大学 深草キャンパス】ホテルから約25 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間4 分→くいな橋駅から徒歩10 分→大学）  

【京都工芸繊維大学】ホテルから約30 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間17 分→松ヶ崎駅から徒歩5 分→大学）  

【京都府立大学】ホテルから約30 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間15 分→北山駅から徒歩8 分→大学）  

【京都府立医科大学】ホテルから約30 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間7 分→丸太町駅から徒歩16 分→大学）  

【京都市立芸術大学】ホテルから約 30 分（東海道山陽本線京都駅まで徒歩 7 分→乗車時間 5 分→桂川駅からＪＲ桂川駅前（バス）14 分→芸大前

（バス）から徒歩1 分→大学）  

【京都大学 吉田キャンパス】ホテルから約40 分（烏丸線京都駅まで徒歩7 分→乗車時間9 分→東福寺駅から烏丸今出川（バス）9 分→京大農学部

前（バス）から徒歩4 分→大学） 

 

MIMARU 京都 新町三条  

【同志社大学 今出川キャンパス】ホテルから約15 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間4 分→今出川駅から徒歩2 分→大学）  

【京都工芸繊維大学】ホテルから約25 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間11 分→松ヶ崎駅から徒歩5 分→大学）  

【京都府立大学】ホテルから約25 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間9 分→北山駅から徒歩8 分→大学）  

【京都府立医科大学】ホテルから約25 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間1 分→丸太町駅から徒歩16 分→大学）  

【京都教育大学 藤森学舎】ホテルから約30 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間5 分→京都駅から奈良線京都駅9 分→ＪＲ藤森駅から

徒歩2 分→大学）  

【京都大学 吉田キャンパス】ホテルから約30 分（東西線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間2 分→京都市役所前駅から京都市役所前（バス）11 分

→百万遍（バス）から徒歩6 分→大学）  

【龍谷大学 】ホテルから約30 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間11 分→くいな橋駅から徒歩10 分→大学）  

【京都市立芸術大学】ホテルから約45 分（阪急京都線烏丸駅まで徒歩10 分→乗車時間8 分→桂駅から桂駅西口（バス）9 分→塚原（バス）から徒



歩12 分→大学）  

【京都産業大学】ホテルから約35 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩5 分→乗車時間14 分→国際会館駅から国際会館駅前（バス）9 分→洛北グリーン

ハイツ前（バス）から徒歩3 分→大学）  

 

MIMARU 京都 西洞院高辻 

【同志社大学 今出川キャンパス】ホテルから約20 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間6 分→今出川駅から徒歩2 分→大学）  

【京都府立医科大学】ホテルから約25 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間3 分→丸太町駅から徒歩16 分→大学）  

【京都工芸繊維大学】ホテルから約30 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間13 分→松ヶ崎駅から徒歩5 分→大学）  

【京都府立大学】ホテルから約30 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間11 分→北山駅から徒歩8 分→大学）  

【京都教育大学】ホテルから約30 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間3 分→京都駅から奈良線京都駅9 分→ＪＲ藤森駅から徒歩3 分→大学）  

【立命館大学 衣笠キャンパス】ホテルから約30 分（西洞院仏光寺（バス）まで徒歩1 分→乗車時間33 分→立命館大学前（バス）から徒歩0 分→

大学）  

【龍谷大学 】ホテルから約30 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間9 分→くいな橋駅から徒歩10 分→大学）  

【京都大学 吉田キャンパス】ホテルから約35 分（四条西洞院（バス）まで徒歩6 分→乗車時間23 分→百万遍（バス）から徒歩6 分→大学）  

【京都市立芸術大学】ホテルから約50 分（阪急京都線烏丸駅まで徒歩9 分→乗車時間8 分→桂駅から桂駅東口（バス）15 分→芸大前（バス）から

徒歩1 分→大学）  

【京都産業大学】ホテルから約50 分（烏丸線四条駅まで徒歩9 分→乗車時間9 分→北大路駅から北大路バスターミナル（バス）13 分→ゴルフ場前

（バス）から徒歩8 分→大学）  

 

MIMARU 京都 堀川六角 

【同志社大学 今出川キャンパス】ホテルから約20 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14 分→乗車時間3 分→今出川駅から徒歩2 分→大学）  

【京都工芸繊維大学】ホテルから約30 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩12 分→乗車時間11 分→松ヶ崎駅から徒歩5 分→大学）  

【京都府立大学】ホテルから約30 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩12 分→乗車時間9 分→北山駅から徒歩8 分→大学）  

【立命館大学 衣笠キャンパス】ホテルから約 30 分（堀川御池（バス）まで徒歩 7 分→乗車時間 22 分→立命館大学前（バス）から徒歩 1 分→大

学）  

【京都教育大学】ホテルから約35 分（市営堀川蛸薬師（バス）まで徒歩2 分→乗車時間13 分→京都駅前（バス）から奈良線京都駅9 分→ＪＲ藤森

駅から徒歩2 分→大学）  

【京都府立医科大学】ホテルから約35 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14 分→乗車時間1 分→丸太町駅から徒歩16 分→大学）  

【龍谷大学 】ホテルから約35 分（烏丸線烏丸御池駅まで徒歩14 分→乗車時間11 分→くいな橋駅から徒歩10 分→大学）  

【京都市立芸術大学】ホテルから約45 分（阪急京都線大宮駅まで徒歩8 分→乗車時間7 分→桂駅から桂駅西口（バス）15 分→芸大前（バス）から

徒歩1 分→大学）  

【京都大学 吉田キャンパス】ホテルから約40 分（烏丸三条（バス）まで徒歩11 分→乗車時間16 分→京大正門前（バス）から徒歩5 分→大学）  

 

 

 

＜大阪＞ 

心斎橋WEST 

【大阪国際工科専門職大学】ホテルから約15 分（四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩2 分→乗車時間6 分→西梅田駅から徒歩3 分→大学）  

【国際ファッション専門職大学 大阪キャンパス】ホテルから約15 分（四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩2 分→乗車時間6 分→西梅田駅から徒歩3 分→



大学）  

【大阪女学院大学】ホテルから約25 分（長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩3 分→乗車時間8 分→玉造駅から徒歩7 分→大学）  

【宝塚大学 大阪梅田キャンパス】ホテルから約25 分（御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7 分→乗車時間9 分→中津駅から徒歩6 分→大学）  

【大阪市立大学 阿倍野キャンパス】ホテルから約25 分（御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7 分→乗車時間6 分→動物園前から徒歩9 分→大学）  

【滋慶医療科学大学】ホテルから約25 分（御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7 分→乗車時間14 分→新大阪駅から徒歩3 分→大学）  

【桃山学院大学 あべのＢＤＬ】ホテルから約30 分（御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7 分→乗車時間12 分→昭和町駅から徒歩6 分→大学）  

【大阪信愛学院大学 本館・大学１号館】ホテルから約40 分（長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩3 分→乗車時間18 分→今福鶴見駅から徒歩12 分

→大学） 


