
料金プラン（法人）

１年以上の長期利用または
法人一括契約に最適なプランです。

１ヶ月未満または１ヶ月更新での
ご利用の方のためのプランです。

長期契約プラン マンスリー契約プラン

1室あたりの室料

初期費用

管理費

285,000円 / 月額 350,000円 / 月額
30,000円 / 月額 上記に含まれています

契約更新費用

保証金

入室料

更新料

300,000円

室料1ヵ月分

居室設備共有施設・設備

サービス

付帯設備＆サービス

※朝食サービスおよびハウスキーピングサービス、電気・水道・インターネット通信費は上記料金に含まれています。
※2019年1月1日現在の価格です。予告なく変更になる場合がございます。

シューズキャビネット
デスク・イス
サイドテーブル
ソファ
ベッド
クローゼット
カーテン
トイレ（洗浄便座付）
キッチン（IH）
洗面台
バスタブ

ラウンジ（11F）
トレーニングジム（11F）
レストラン（1F）

コンシェルジュサービス※1

バイリンガル対応専用ダイアル
朝食サービス（レストラン）※2

ハウスキーピングサービス※3

24時間セキュリティ

冷凍冷蔵庫
ドラム式洗濯乾燥機
液晶テレビ（32インチ）
電子レンジ
セーフティボックス
掃除機
調理器具一式
アイロン

インターネット（Wi-Fi）

居室備品

居室内サービス

300,000円

株式会社 共立メンテナンス　ドーミーレジデンス担当
TEL: 03-5295-7812  平日9:00～17:30 　E-mail: dormyresidences@dormy.co.jp
URL: http://dormyresidences.com

お問い合わせ

※1 全般窓口およびタクシー手配やクリーニング取次など　※2 平日はフルバイキングスタイル、土日は軽食スタイル
※3 週1回のリネン交換および水回り清掃　 ※2019年1月1日現在の内容です。予告なく変更になる場合がございます。
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PRICING PLANS FOR BUSINESS

This is the most suitable plan for a long-term use
 (more than one year) or a corporation collective contract.

This is for a short-term use (less than one month) or 
for users who want to renew the contract monthly.

Long-term Plans Monthly Plans

Room rate per room

Initial expenses

Administrative expenses

¥285,000 / MO ¥350,000 / MO

¥30,000 / MO included in the above rate

Contract renewal
expenses

Security
deposit

Admission
charges

Renewal
charges

¥300,000

Room rate per month

Room FacilitiesShared facilities and equipment

Services

SERVICES & AMENITIES

※ Breakfast and housekeeping service, as well as the cost for electricity, water, and internet are included in the rate mentioned above. 
※ Price as of January 1, 2019. The price can be changed without any notice.

Shoes cabinet

desk, chair

side table

sofa

bed

closet

curtain

toilet（with washing toilet seat）
kitchen

wash sink

bath tub

Lounge（11F）
Training gym（11F）
Restaurant（1F）

Concierge service 1

Dial for bilingual communication only

Breakfast service 2

Housekeeping services 3

24 hours security

refrigerator and freezer

drum-type washing machine

32 inch television

microwave

safety deposit box

vacuum cleaner

set of kitchen utensils

clothes iron

Internet（Wi-Fi）

Room Equipment

In-room Service

¥300,000

KYORITSU MAINTENANCE CO., LTD. Section in charge of Dormy Residence
TEL: 03-5295-7812 （Weekdays from 9 AM to 5:30 PM）
E-mail: dormyresidences@dormy.co.jp URL: http://dormyresidences.com

CONTACT

※1 General window and arrangement for taxi, cleaning, etc.  ※2 Full buffet-style on weekdays and light meal style on Saturdays and Sundays
※3 Linen exchange and wet area cleaning (once a week)  ※ Contents as of January 1, 2019. They can be changed without any notice.
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