寝具レンタルについて
国際交流会館にはベッドが備え付けられていますが、枕や毛布などは入居者が準備しなければなりま
せん。また、国際交流会館西町本館、国際交流会館坂本分館とホルテンシア国際学寮には、マットレス
付きベッド、A 棟・B 棟にはマットレスのない畳ベッドがそれぞれ設置されています。
来日後、お店で購入することも出来ますが、寝具レンタルを利用することも出来ます。事前に申し込
んでおくと、入寮したその日から利用することが出来ます。
【セット内容】敷布団、掛け布団、枕、毛布、シーツ、布団カバー、枕カバー
・レンタル中のシーツ交換などは行いません。自分でシーツの洗濯やふとんの天日干しをして清潔に利
用して下さい。
【料金】
月数

シングルサイズ

ダブルサイズ

1 ヶ月

2,000 円

3,000 円

2 ヶ月

4,000 円

6,000 円

6 ヶ月

5,000 円

8,000 円

・料金は最初の家賃支払いの際に、学生支援部留学支援課窓口にて現金でお支払いいただきます。
・6 ヶ月以上のレンタルを希望する場合は、まず 6 ヶ月の申し込みを行い、６ヶ月後に延長の手続きと
延長する月分の料金（上表に同じ）の支払いをしていただきます。
・途中で使用を中断しても一度支払った料金は返金されません。
【申込方法】
・「国際交流会館（学生）部屋割調査票」のレンタル寝具欄で、該当する所にチェックを入れて、メー
ルかファックスで提出してください。

畳ベッド（西町Ａ棟、Ｂ棟に設置）

Rental Bedding Sets
In the International House, each room is furnished with bed, but the residents must prepare
bedding linens.
(The International House Sakamoto, International House Nishimachi Main Building,
and International Dormitory Hortensia Building A and Building B are equipped with a single bed with mattress
whereas International House Nishimachi Building A and Building B are with tatami platform single beds.)

It is much cheaper to rent bedding sets than to buy in Japan.
Apply in advance, and you can use it from the very first day you move in and you don’t need to worry
about your bedding.
【Bedding Set Detail】
Futon Mattress, Comforter, Pillow, Blanket, Sheets, Comforter cover, and Pillow cover.
The International House doesn’t change to wash sheets and covers. You have to wash and dry bed
linens by yourself, and dry mattress, comforter, pillow and blanket in the sun regularly to keep them
clean.
【Cost】
Rental Period
One month
Two months
Six months

Single Size
¥2,000
¥4,000
¥5,000

Double Size
¥3,000
¥6,000
¥8,000

・The payment for this rental bedding set fee is required with exact change, only at the Student Exchange
Support Division, Student Support Dept. no later than one month after move-in.
・Please apply for the new contract to renew after your primary 6-month contract ends if you want to use
this rental service more than 6 months
・With any cancellation during the contract period, the fee already paid is no-refundable and the rental
cost of your used period is charged.
【How to Apply】
・Fill out the “Housing Questionnaires for room assignment” form and submit it through e-mail / FAX
to the Liaison Center for International Education Administration Office.

Bed with Tatami mattress in Nishimachi Building A and B

