
東京サテライト レイアウト図 

H29.4現在 

＜学生専用＞ 

東京サテライトの利用メモ 

          東京サテライト長   
■概要 

東京サテライトでは、社会人学生を対象とした「東京社会人コース」を開設しています。授業は平日

の夜間と土・日曜に開講し、現職社会人に特化した実践的かつ先鋭的な大学院教育を行っています。 

なお、東京サテライトは「キャンパス」ではなく、別途制限事項もあります。 

 

■利用可能（開室）時間  ※借用可能時間とは異なります。 
 

平日                10:00～19:00（講義日は 22:00まで） 

土曜日・日曜日・祝日    8:30～17:30（５限目実施日は 19:15まで） 

※土・日・祝日は閉室の場合があるので、事前にホームページで確認してください。 

本学ＨＰ→東京サテライト→概要→開室時間→各月の開室時間 

 

■利用上の注意事項 

(1)東京サテライトに入構するには学生証が必要です。必ず学生証を携帯してください。 

(2)東京サテライトへは公共交通機関を利用してください。品川インターシティの地下に有料の駐車場

（10分 100円）がありますが、割引はありません。 

(3)東京サテライト内では無線ＬＡＮが使用できます。接続に必要なネットワークキーは東京サテライト

事務室に問い合わせてください。 

(4)東京サテライト内での食事は認めません。 

(5)携帯電話等は、必ず電源を切るかマナーモードにしてください。通話は自動ドア外のエレベーターホ

ールか屋外に移動して行ってください。キーのタッチ音や着信通知等も必ず無音にしてください。 

(6)ラウンジは自習スペースとして利用できますが、本学の学生以外（知人や家族等）は利用できません。

また利用中は周囲の迷惑にならないよう私語は慎んでください。 

(7)郵便物や宅配物等は必ず自分の現住所で受領してください。私物（学会関係を含む）の宛先を本学に

してはいけません（石川キャンパス・東京サテライトとも）。 

(8)構内の美化に努めてください。東京サテライト内の設備備品を汚したり損傷を与えた場合は、別途修

復費用の負担を命じる場合があります。 

 

■所在地 

〒108-6019 

東京都港区港南２－15－１ 

品川インターシティＡ棟 19階 

TEL: 03-5460-0831（学内内線 1174） 

FAX: 03-5460-0832 

E-mail: sate@jaist.ac.jp 

ＪＲ東海道本線・横須賀線・ 

山手線・京浜東北線・東海道新幹線 

品川駅港南口（東口）徒歩 3分 

京浜急行線品川駅高輪口からＪＲ 

品川駅港南口（東口）を経由して 

徒歩 5分 
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Layout of Tokyo Satellite 

April, 2017 
＜For students＞ 
 

Use of Tokyo Satellite 
 
         Director of Tokyo Satellite  

■Outline of Tokyo Satellite 
The Tokyo Satellite offers advanced technological and managerial education to students of 
working professionals who are unable to attend classes at the JAIST Ishikawa campus. The 
lectures are offered in the evening on weekdays and in the daytime on weekends.  
The Tokyo Satellite is not a “campus”, as there are some usage restrictions. 
 
■Opening Hours   
 

The Tokyo Satellite’s operating hours are:  
Weekdays  :  10:00-19:00* *Open until 22:00 (Lecture is held until 21:55) 

          Saturdays, Sundays and National Holidays 
:   8:30-17:30*  *Open until 19:15 (Lecture is held until 19:10) 

The Tokyo Satellite may be closed on weekends and national holidays. Please check the 
following website for hours of operation. 

http://www.jaist.ac.jp/satellite/sate/outline/facility/ 
 
■Notes 
(1) Carry your JAIST ID card when you visit the Tokyo Satellite.  
(2)Use public transportation to the Tokyo Satellite. Paid underground parking is available in the 

Shinagawa Intercity Building, but we do not offer subsidized parking.  
(3) When you wish to use wireless LAN, ask the network key of the Satellite Office Staff. 
(4) Eating at the Tokyo Satellite is prohibited. 
(5) Turn off your mobile phone or set it on silent mode. Talking on the phone is only allowed in 

the elevator hall or outside of the building.  
(6) The lounge is for students’ self-study. Please be quiet. Only JAIST students may use the 

lounge.  
(7) To deliver Personal items (including academic materials) to JAIST will not be accepted. Do 

not send them to either Ishikawa campus or the Tokyo Satellite.  
(8) Keep the Tokyo Satellite clean. You may be charged for repairs/cleaning if you damage the 

facilities of the Tokyo Satellite. 
 
■Location     

19th floor, Shinagawa Intercity Bldg A, 2－15－1,  
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6019   
Phone: 03-5460-0831 (Ext. 1174) 
FAX: 03-5460-0832  

E-mail: sate@jaist.ac.jp     

It is a 3-minute walk from Konan  
Exit of JR Shinagawa Station and  
a 5-minute walk from Takanawa  
Exit of Keikyu Shinagawa Station  
via Konan Exit of JR Shinagawa  
Station.   
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