
留学生の皆さん

昭和女子大学では、留学生の日本での生活に必要な「布団セット」のリース会社と提携し、留学生に割安な

料金で布団セットのリースを提供致します。

《布団セット　リース契約のメリット》

○申し込みをすれば、来日初日に新しい布団セットをお店まで買いに行き、寮まで運ぶ手間がかかりません。
（入寮時にお部屋に用意されています。）

○リースなので、購入するより安く布団を使用することが出来ます。
（昭和女子大学の近くのお店で布団のセットを購入すると、8,000円～10,000円ほどかかります。）

○帰国時に、布団を粗大ごみとして出す手間とお金が必要ありません。寮の部屋に置いたまま帰国出来ます。
（日本では粗大ごみとして布団を出す場合、600円～800円ほど費用が掛かります。）
《商品内容》
※総合寝具リース　野口株式会社様の商品です。

数量
掛布団 1
ベッドパット 1
枕 1
毛布 1
シーツ 1
布団カバー 1
枕カバー 1

　　枕（まくら）

《料金》 【3月から8月まで】

１セット・６ヶ月　￥６，６００－（税込）

注：６ヶ月契約の為、途中で退寮したときの解約については返金は出来ません。ご了承下さい。（5か月の滞在で
も6ヶ月の契約になります。）

《申込・料金の支払い方法》

お申込みは、オンライン出願サイトの「STEP2：渡日前情報登録」でレンタル希望を申し出てください。

お支払いは、来日後、振込用紙をお渡ししますので、銀行等で振り込みをして下さい。

《お問合せ・申込先》
昭和女子大学　国際交流センター（CIE）　　Email: inb-prcd@swu.ac.jp

アクリルタフト 100% ２００×１４０cm
綿 100% ２６０×１３７cm

綿 35% ,ポリエステル 65% ２１０×１５０cm
綿 100% ６８×４０cm

掛布団 毛布 　　ベッドパット シーツ・カバー

羽毛 ２１０×１５０cm
キルティング加工 ２００×１００cm
ストローパイプ ４５×３０cm

布団セット　リース商品のご案内

品質 サイズ



For International Students 

Showa Women's University provides rental "Bedding-Set" at competitive price for international student
with a leasing company in Tokyo.

<Benfits of rental a bedding set>
○Once you apply, you don't need to buy a bedding set and carry it to your accommodation
on your day of arrival.（It will be carried into your room before your day of arrival.)

○The cost is cheaper than purchasing a bedding set on your own.
（If you buy one near SWU, it costs about 8,000 - 10,000 yen.)

○You can save the time and cost to of dispose the bedding set. You can leave it in your room
when you go back to your country.
(In Japan, you need to pay \600-\800 for disposal.)

<Items>
※These products are provided by Noguchi, Inc.

amount
Coverlet 1
Bed pad 1
Pillow 1
Blanket 1
Bedspread 1
Cover let sheet 1
Pillow case 1

     Pillow

<Price>

１Set for 6 month ￥６，６００－（Tax included）

Note：There will be no refund even if you cancel in the middle of the semester. Please report to CIE 
if you need to cancel in the middle of the semester due to unavoidable matter.

<How to apply / Payment method>

Please apply by answering [YES] to the corresponding question on "STEP 2: Pre-arrival registration" 

of the online application system.

Invoice for the bedding set will be given out after your arrival. Please make the payment through  

banks or convenience stores around SWU.

<Contacts>
Showa Women's University, Center for International Exchange(CIE)

 Email: inb-prcd@swu.ac.jp

  Coverlet　 Blanket Bed pad   　 Sheets/pillow case

100-percent-cotton ２６０×１３７cm
cotton 35% ,polyester 65% ２１０×１５０cm

100-percent-cotton ６８×４０cm

Quilting ２００×１００cm
Straw pipe ４５×３０cm

Acrylic Taft ２００×１４０cm

Information on Rental Bedding Set

Quality Size
Feather ２１０×１５０cm



留学生の皆さん

昭和女子大学では、留学生の日本での生活に必要な「布団セット」のリース会社と提携し、留学生に割安な

料金で布団セットのリースを提供致します。

《布団セット　リース契約のメリット》

○申し込みをすれば、来日初日に新しい布団セットをお店まで買いに行き、寮まで運ぶ手間がかかりません。
（入寮時にお部屋に用意されています。）

○リースなので、購入するより安く布団を使用することが出来ます。
（昭和女子大学の近くのお店で布団のセットを購入すると、8,000円～10,000円ほどかかります。）

○帰国時に、布団を粗大ごみとして出す手間とお金が必要ありません。寮の部屋に置いたまま帰国出来ます。
（日本では粗大ごみとして布団を出す場合、600円～800円ほど費用が掛かります。）
《商品内容》
※総合寝具リース　野口株式会社様の商品です。

数量
掛布団 1
ベッドパット 1
枕 1
毛布 1
シーツ 1
布団カバー 1
枕カバー 1

　　枕（まくら）

《料金》 【3月から翌年2月まで】

１セット・1年間　￥９，９００－（税込）

注：1年契約の為、途中で退寮したときの解約については返金は出来ません。ご了承下さい。（1年の予定で来
日したが、半年で帰国する場合等に関してはご相談下さい。）

《申込・料金の支払い方法》

お申込みは、オンライン出願サイトの「STEP2：渡日前情報登録」でレンタル希望を申し出てください。

お支払いは、来日後、振込用紙をお渡ししますので、銀行等で振り込みをして下さい。

《お問合せ・申込先》
昭和女子大学　国際交流センター（CIE）　Email: inb-prcd@swu.ac.jp

掛布団 毛布 　　ベッドパット シーツ・カバー

綿 100% ２６０×１３７cm
綿 35% ,ポリエステル 65% ２１０×１５０cm

綿 100% ６８×４０cm

キルティング加工 ２００×１００cm
ストローパイプ ４５×３０cm

アクリルタフト 100% ２００×１４０cm

羽毛 ２１０×１５０cm

布団セット　リース商品のご案内

品質 サイズ



For International Students 

Showa Women's University provides rental "Bedding-Set" at competitive price for international studen
with a leasing company in Tokyo.

<Benefits of rental a bedding set>
○Once you apply, you don't need to buy a bedding set and carry it to your accommodation
on your day of arrival.（It will be carried into your room before your day of arrival.)

○The cost is cheaper than purchasing a bedding set on your own.
（If you buy one near SWU, it costs about 8,000 - 10,000 yen.)

○You can save the time and cost to of dispose the bedding set. You can leave it in your room
when you go back to your country.
(In Japan, you need to pay \600-\800 for disposal.)

<Items>
※These products are provided by Noguchi, Inc.

amount
Coverlet 1
Bed pad 1
Pillow 1
Blanket 1
Bedspread 1
Cover let sheet 1
Pillow case 1

     Pillow

<Price>

１Set for 12 month ￥９，９００－（Tax included）

Note：There will be no refund even if you cancel in the middle of the program. Please report to CIE 
if you need to change the length of your stay due to unavoidable matter.

<How to apply / Payment method>

Please apply by answering [YES] to the corresponding question on "STEP 2: Pre-arrival registration" 

of the online application system.

Invoice for the bedding set will be given out after your arrival. Please make the payment through  

banks or convenience stores around SWU.

<Contacts>
Showa Women's University, Center for International Exchange(CIE)

 Email: inb-prcd@swu.ac.jp

  Coverlet　 Blanket Bed pad   　 Sheets/pillow case

100-percent-cotton ２６０×１３７cm
cotton 35% ,polyester 65% ２１０×１５０cm

100-percent-cotton ６８×４０cm

Quilting ２００×１００cm
Straw pipe ４５×３０cm

Acrylic Taft ２００×１４０cm

Feather ２１０×１５０cm

Information on Rental Bedding Set

Quality Size


