(English comes after Japanese)
2015 年 8 月 立命館 東京キャンパス 利用案内
就職活動中の皆さんを支援するために、東京キャンパス、大阪梅田キャンパスにおいては、8 月 1 日（土）から 8 月 16
日（日）までの期間において、土曜日、日曜日を含めて、就職活動対象回生の窓口相談に対応いたします。
就職活動・進路に関する相談のほか、就職活動用パソコン・証明書発行機の利用等も可能です。その他利用にあたって
の詳細を確認のうえご利用ください。

■東京キャンパスへのアクセス
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー 8F
立命館 東京キャンパス フロア B
TEL: 03-5224-8199 （学生専用電話番号）

JR 東京駅 八重洲北口改札を出て左方向(北向き)
日本橋口に向かい、徒歩約 3 分でサピアタワーに着きます。
新幹線の場合は、JR 日本橋口改札から徒歩約１分です。
地下鉄でお越しの場合、各線大手町駅からＢ７の出口で直結します。
■東京キャンパス利用時間 （2015 年 8 月）
開室日程：8 月 1 日(土)～16 日(日）は土日も含めて毎日開室
8 月 17 日（月）～31 日（月）は平日のみ開室
窓口時間：9：00-17：30 ※9 時 00 分前には入館できません。また、8F 以外の許可のない場所への立ち入りはできません。
■証明書発行・履歴書販売のスケジュール （詳細は別紙を参照ください）
土曜日・日曜日は履歴書の販売はいたしません。 販売時間： 平日 9:00－17:15
証明書発行機は 8 月 4 日（火）9:00－11:00、8 月 14 日（金）～16 日（日）はメンテナンス等のため停止します。
■東京キャンパスの入退館方法
利用には学生証が必要となりますので、必ず持参してください。※入館者１名ごとに入館手続が必要です
(1) サピアタワー3 階オフィスロビー受付で、「ご来訪受付票」※1 に必要事項記入し、「学生証」とともに提示
※8/2（日）・8/9（日）・8/16（日）は 3 階スターバックス前に臨時受付が出ます。
(2)「入館用ゲストカード」の発行を受ける
(3)入館ゲート通過後、向かって右側のエレベータで 8 階の「立命館東京キャンパス 学生受付」へ
(4)入室後は、「学生証」をカードリーダーに通す
「ご来訪受付票」※1 について
・「立命館」と記入
・「学生受付」と記入
・「ご担当者名」の記入は不要
注意！ 「入館用ゲストカード」は 1 回のみ入館ゲートを
通過可能です。一度、退館した場合は 3 階受付で再度
手続が必要となります
（退館時は必ず「学生証」を持参してください）

(5)退館時は、「入館用ゲストカード」を 3 階受付の隣にある返却ボックスへ返す
以上

Ritsumeikan Tokyo Campus
Access and Open hours for August 2015

In order to continue our support services especially for Job Hunting students, Career centers of Tokyo and Osaka
Umeda Campus will be open from Saturday 1st to Sunday 16th during August, including Saturdays and Sundays.
With the changed job hunting schedule and the peak time for screening events, we believe this period will be a
crucial one for all job hunters. From consultations, use of computers to certificate issuance and purchase of
rirekisho, you will be able to access the career center services in the scheduled hours.

■ Access to Ritsumeikan Tokyo Campus Premises
Ritsumeikan Tokyo Campus Floor B, Sapia Tower
8th Floor, Marunouchi 1-7-12, Chiyoda Ku, Tokyo
〒100-0005
TEL: 03-5224-8199 （for students）
From JR Tokyo Station Yaesu North Exit, turn left
and walk north for approximately 3 minutes towards
Nihonbashi, and you will see the Sapia Tower
For Shinkansen users – approximately 1 minute
on foot from the JR Nihonbashi Station
All Subway lines are connected to Otemachi
Station, from which you should head towards B 7 Exit.

■ Use of campus services in August 2015
Open hours： Sat 1st ~ Sun 16th August – everyday, including Saturdays and Sundays too.
Mon 17th ~ Mon 31st August – only on Weekdays (except Saturdays and Sundays)
Counter open hours - 9：00 ~17：30
※ Please note that you will not be able to enter the building before 9:00 hrs
Also entrance will be prohibited to any other area of the building, except the 8th Floor.
■ Schedule for Certificate Issuance and Purchase of Rirekisho (refer attached for more details)
Saturdays and Sundays – purchase of Rirekisho will not be possible
Open hours for Weekdays - 9:00－17:15 hrs
Automated Certificate Dispenser will not be available temporarily during Tue 4th 9:00－11:00 and
Fri 14th ~ Sun 16th August (due to maintenance)
■ As you enter and exit the Tokyo Campus Premises
Please note that you must have the Student ID in order to enter the campus premises and each individual who
wishes to enter the campus premises will be processed individually.

(2) Sign in at the Lobby of 3rd Floor – Sapia Tower, by filling in 「ご来訪受付票」, and present your 「Student ID」
※ On 2nd, 9th and 16th August (Sundays) – entrance will be in front of Starbucks located at 3rd floor.
(2) Receive admission card for guests 「入館用ゲストカード」
(3) Pass the entrance gate and take the elevator towards your right up to the 8th floor to 「立命館東京キャンパス
学生受付 Ritsumeikan Tokyo Campus Student Reception」
(4) Swipe your ID and enter
(5) As you exit the campus premises, please submit your 「入館用ゲストカード」 Card for guests at the 返却 ボッ
クス (Return Box) near the reception on 3rd floor.

About the 「ご来訪受付票」 - Entrance Permit for Visitors
・ Enter 「立命館 – Ritsumeikan」 here
・ Enter 「学生受付 – Student Reception」 here
・ You may leave 「ご担当者名」 blank
NOTE The 「入館用ゲストカード」 for guests can only be
used one time. You must go to the 3rd floor and
complete entrance procedures again, in order to
re-enter. Please have your student ID at all times.

