
ご入寮時に必要な寝具類を半年又は年間契約でお貸し出ししさせていただくシステムです。
しかも大変割安な料金となっておりますので快適な寮生活を過ごしていただくことが出来ます。
ぜひ寝具レンタルをご利用ください。

■リースの利点
・寝具を買いに行く手間が省けます。
・レンタル終了後は返却するだけでOK
・通常使用による劣化・破損については、無償にて交換致します。
・1年契約経過後に継続契約をご希望された場合は、新しい寝具にお取替えしますので
 常に衛生的です。継続される方は、再度お支払いの手続きを進めさせていただきます。

■システム内容
1. 掛布団  (1)  [ 綿混わた　３．０ｋｇ　２００ × １５０cm ]
2. ベッドパット  (1)  [ キルティング加工　２００ × １００cm ]
3. パイプ枕  (1)  [ ストローパイプ　４５ × ３０cm ]
4. 枕カバー  (1)  [ 綿１００％　６８ × ４０cm ]
5. シーツ  (1)  [ 綿１００％　 ３００ × １８３cm ]
6. 布団カバー  (1)  [ 綿３５％、ポリエステル６５％　 ２０５ × １５０cm ]
7. 毛布  (1)  [ ポリエステル１００％　１９０ × １４０cm ] 
8. タオルケット  (1)  [ 綿１００％　１９０ × １４０cm ] 

■システム料金
1セット：1２ヶ月　¥11,880.-（内消費税 ¥1,080）
1セット：６ヶ月　¥7,590.-（内消費税 ¥690）
※中途退寮等による中途解約については返金はいたしかねますのでご了承ください。

■お申し込み・お支払い方法　
追ってご連絡します。

ご不明な点がございましたら下記アドレスまでご連絡ください。

総合寝具リース　野口株式会社
東京都江東区亀戸７丁目２４番７号　
E-mail: dormitory@noguchi.co.jp

寝具レンタル
寝具レンタルのご案内
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This is a system where you can rent the bedding you need when you move in
on a six-month or yearly contract.
Moreover, the price is very cheap, so you can spend a comfortable dormitory life.
Please use the bedding rental.

■Advantages of Leasing
・You can save the trouble of going to buy bedding.
・After the rental is over, just return it OK 
・We will replace the product free of charge if it deteriorates or is damaged due to 
 normal use.
・If you wish to continue your contract after one year, we will replace your beddin  
 with new bedding so that it is always hygienic. If you wish to continue, we will 
 proceed with the payment procedure again. 

■System Contents
1. Comforter (1) [ Cotton-mixed wadding 3.0 kg, 200 x 150 cm ] 
2. Bed pad (1) [ quilted, 200 x 100 cm ]
3. Pipe pillow (1) [ Straw cut pipe 43 x 63 cm ]
4. Pillowcase (1) [ 100% cotton 68 x 40 cm ] 
5. Sheet (1) [ 100% cotton 300 x 183 cm ]
6. Comfprter cover (1) [ 35% cotton, 65% polyester 205 × 150cm ]
7. Blanket (1) [ 100% polyester 190 × 140cm ] 
8. Towel blanket (1) [ 100% cotton 190 × 140cm ] 

■System fee
1 set: 12 months ¥11,880.- (including consumption tax ¥1,080)
1 set: 6 months ¥7,590.- (consumption tax included ¥690)
※Please note that no refunds will be made for mid-term cancellations due to 
 　mid-term departure from the dormitory, etc.

■Application and Payment Methods　
We will contact you for further information later.

Bedding Rental
Bedding Rental Information



If you have any questions, please contact us at the address below.

General Bedding Leasing Noguchi Co.
7-24-7 Kameido, Koto-ku, Tokyo, Japan　
E-mail: dormitory@noguchi.co.jp
Fax: 03 (3637) 6036
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