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ドーミーレジデンス市ヶ谷



RELAXING 
FOR BUSINESS

ドーミーレジデンス市ヶ谷は、働く人たちが

パフォーマンスを上げるためのサービスアパートメントです。

生活に必要な家具・家電を備えた居室、共用施設として

高層階ラウンジとトレーニングジム、入居者専用レストランを完備。

最寄りの市ヶ谷駅から他の都内主要駅へは、

アクセスもスムーズなのでビジネスユースに最適です。

Dormy Residences ICHIGAYA is a serviced apartment for workers to improve their work performance.
An individual room is equipped with furniture and home appliances necessary for daily life. 
Residents spend relaxing time in an upper floor lounge and a training gym as shared facilities, 
and also in a restaurant which is exclusively for residents.
Easy access from the nearest station, Ichigaya Station to other major stations in Tokyo 
makes it perfect for business use.
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ドーミーレジデンス市ヶ谷について

ABOUT ドーミーレジデンス市ヶ谷は東京の中心地でありながら、緑豊かで閑静な

環境にあり、中・長期滞在に最適な住まいです。家具・家電付きの居室、高

層階ラウンジ＆トレーニングジム。こだわりの食事やコンシェルジュサービ

スなどにより、くつろぎのある快適な滞在を提供します。

出張などのビジネス利用に
For business trips

出張やプロジェクトなど、１ヶ月以上に

わたる中・長期ご滞在時の住まいとして、

ご利用いただけます。

赴任時のお住まいに
As a temporary residence

海外赴任からの一時帰国や国内外から

の単身での転勤、東京赴任の住まいとし

てご利用いただけます。

セカンドハウスに
As a second home

勤務先近くの一時的な拠点として。また

は平日に都内で活動するためのセカン

ドハウスとしてご利用いただけます。

ＢＣＰ対策に
For BCP measures

緊急時に際して事業の継続や早期復旧

するための代替拠点の一室としてもご

活用いただけます。

ご自宅リフォーム時の仮住まいに
During home renovation

ご自宅のリフォームやリノベーション。

仮住まいとして、ご自宅のようにお住ま

いいただけます。

観光時の宿泊先に
For sightseeing

日本や東京を拠点とした１ヶ月以上にわ

たる旅行の宿泊先としてもご利用いた

だけます。  

ご活用例

SOLUTIONS

The residence can also be used as a tempo-
rary base for BCP measures in the event 
of an emergency.

The residence can be used for mid/ long term 
stays extending over a month for guests 
traveling for business trips and projects.

Guests are welcome to stay and use our 
facility as a temporary house during home 
renovations.

The facility is also suitable for guests staying in 
Tokyo due to relocation from home and abroad 
or guests temporarily returning to Japan.

It is also an ideal place to stay for traveling 
guests who wish to be based in Tokyo for 
over a month.

The apartment can be used as a second 
home for guests working in the city during 
weekdays.

Dormy Residence Ichigaya is located in the heart of Tokyo and also surrounded by a 
naturally rich and quiet environment, making it an ideal residence for mid/ long term 
stays. Rooms are equipped with furniture/ household appliances, while there is also a 
lounge on the upper floor and a training gym. We have a concierge service and serve 
a special meal, offering a comfortable and relaxing stay for our guests.
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居室

ROOMS

1ベッドルームタイプ（ライトカラー） 1-bedroom type (light color)

ドーミーレジデンス市ヶ谷の居室は、ホテルやアパート

にはない上質なデザインを目指しました。すぐに快適

な生活が始められるよう、家具や家電、収納をご用意。

機能的なレイアウトは、スマートな生活をサポートします。

カラーコーディネイトも、上質さと心地よさにこだわり

ました。夜のくつろぎをより高める落ち着いた「ダーク

カラー」（左）。さわやかな朝をより高める明るい「ライト

カラー」（右）の２種類からお選びいただけます。

The rooms have high quality design, making them stand apart 
from conventional hotel and apartment rooms. All necessary 
furniture, household appliances, and storage space are available 
so that guests can immediately accommodate themselves. The 
rooms are also arranged in a functional mannermanner to assist

スタジオタイプ（ダークカラー） Studio type (dark color)

with providing a convenient lifestyle.The color coordination of the 
rooms also focused on quality and comfort. Guests can choose 
between two types of rooms with the “dark color”, which offers a 
calm atmosphere for relaxing evenings (left), while the “light 
color” (right) brightens the room for pleasant mornings.
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入居者専用レストラン

RESTAURANT

ドーミーレジデンスでは、栄養バランスのとれた出来立ての食事を朝夕

提供いたします。 毎日変わるメニューは、多彩で飽きることもありませ

ん。慣れない東京での忙しい朝。リモートワークで不規則になる食生活。

忙しいご入居者様を健康面からサポートいたします。

30.05㎡　1ベッドルームタイプ （ダーク、ライト）

快適な滞在を支えるサポート

SUPPORT

コンシェルジュがタクシー手配やクリーニング取次など、快適な滞在を

お手伝いいたします。バイリンガル*にも対応。24時間セキュリティなので、

深夜や緊急時も安心です。リネン交換などのハウスキーピングサービスも

標準装備。高層階のラウンジとトレーニングジムもご利用できます。

居室備え付け備品
Amenities

２つの居室タイプ
2 room types

レストラン　Restraunt ラウンジ&トレーニングジム　Lounge&Training gym

*夜間は日・英の2ヶ国語対応の電話によるサービスです。

1-bedroom type (dark/ light) : 30.05m2

Dormy Residence offers a nutritionally balanced and fresh meal in the morning 
and evening. The menu variously changes every day and you will never get tired 
of it. Some residents are not used to live in Toyko and suffering from the stress of 
busy moring. Moreover, remort work makes your life and diet irregular. Our mels 
supprt your healty life.

The concierge at the residence offers various support for a comfortable stay, with arrang-
ing taxis and cleaning services. We also have bilingual service available. Our 24-hour 
security system ensures safety late at night and in the event of emergencies. Standard 
equipment of the residence allows us to provide housekeeping services such as chang-
ing bed linens. Guests are free to use the top floor lounge and training gym as well.

*At night, bilingual service in Japanese/ English is available by telephone
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30.05㎡　スタジオタイプ （ダーク、ライト）
Studio type (dark/ light) : 30.05m2

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／インターネット(wi-fi)／洗面台／トイレ(洗浄便座付)／
バスタブ／キッチン／エアコン／テレビ／冷凍冷蔵庫／電子レンジ／アイロン
／掃除機／ドラム式洗濯乾燥機／調理器具一式／セーフティーボックス

Shoes cabinet / desk, chair / side table, sofa / bed / closet / curtain 
/ Internet (Wi-Fi) / wash sink / toilet (with washing toilet seat) / bath 
tub / kitchen / air conditioner / television / refrigerator and freezer / 
microwave / clothes iron / vacuum cleaner / drum-type washing 
machine / set of kitchen utensils / safety deposit box

空間の広がりを重視した「スタジオタイプ」と、独立したベッド

ルームを設けた「1ベッドルームタイプ」の２タイプをご用意。

どちらのタイプもダーク／ライトの２つのカラーからお選びい

ただけます。また、すべての居室はオートロック、セーフティ

ボックスを完備。常時接続インターネット（Wi-Fi）やハウス

キーピングサービスもご利用になれます。

We have "Studio-type" with an emphasis on expanding space and 
"1-bedroom type" with a separate bedroom. Both have dark/ light color 
coordination. All rooms have an automatic door lock system and are 
equipped with safety deposit box. The Internet can be accessed 
at all times (Wi-Fi) and housekeeping service is also included.
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アクセス

ACCESS

〒102-0073 東京都千代田区九段北４丁目１-26　
●JR中央・総武線　●東京メトロ有楽町線　●東京メトロ南北線　●都営新宿線
ドーミーレジデンス市ヶ谷 東京都千代田区九段北４丁目１-26 
4-1-26, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073, Japan

社員の長期出張、中・長期滞在時の

入居先をご手配されている担当者様。

または個人でお申込みのお客様へ。

FLOW OF CONTRACT

市ヶ谷駅まで徒歩6分。皇居にほど近く、都心でありながらと

ても閑静なエリアです。毎日の通勤はもちろん、休日に買い物

に出かけられる方や、ランニングされる方にも最適。「都会的

な暮らし」。東京という街に滞在する醍醐味がここにあります。

およそ15分徒歩6分

およそ55分

市ヶ谷
I C H I G AYA

東京
T O K Y O

羽田
H A N E D A

※鉄道利用での目安

お問い合わせ/
お申込/ご契約/
お支払/退去・延長

ご質問/
お困りごとのご相談/
タクシー等ご予約の
お手伝い/最寄り施設
などのご案内

ご希望の日時をお知らせください。担当がご案内いたします。

ご入居日、室数に合わせて申込書類を送付いたします。パスポートなど

の身分証明書をご用意ください。書類はメールでのご送付が可能です。

担当者様
Person in charge

入居者様
Staying guest

ドーミーレジデンス
担当

Dormy Residence
correspondent

コンシェルジュ
（日英対応）

Concierge

 

 

空室状況やご質問など、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお問

い合わせください。

 

最短で1ヶ月のご利用から1年以上の長期的なご利用まで。様々なニー

ズに当社の担当窓口営業が最適なご提案をいたします。また、入居者様

へは、コンシェルジュが日々サポート。各分野のエキスパートが一体と

なって、ドーミーレジデンスの品質向上に努めています。

ご入居日時を事前にお知らせください。ご入居当日はコンシェルジュがご

案内いたします。

 

契約書を発行し、ご入金のご案内をいたします。 

Contactお問い合わせ1

Residence tourご見学2

Contractご契約4

Check inご入居5

Applicationお申込み3

Rooms are available for 1-month stays at the shortest, and long-term stays 
extending over a year. Our staff in charge of residence is available to offer 
suitable propositions to meet the various needs of our guests. The concierge at 
the residence is also available to provide daily support for staying guests.Special-
ists of various fields work together to continue improving the quality of stay at 
Dormy Residence.

Please contact us by telephone or through the contact form for questions 
regarding room availability or other inquiries.

We will send you the application form according to the date you wish to check in 
and the number of rooms you wish to apply for. Please prepare identification 
materials such as your passport. Documents can be sent by email.

A contract will be issued, and we will provide you with payment information.

6 minutes on foot to Ichigaya Station. The town is located in a 
quiet area, in the center of Tokyo and near the Imperial Palace.It 
is ideal for daily commuting, going out for shopping on the 
weekends, and jogging as well. The residence offers an “urban 
lifestyle”, and allows guests to fully enjoy life in the city of Tokyo.

Please inform us of the date and time you wish to visit. Our correspondent will 
provide you with a tour.

Please notify us beforehand your time of checking in. Our concierge will be 
present to guide you on the day you check in.

貴社
Your company

Contact / Application / 
Contract / Payment /

Check out or extension

Inquiry / Question regarding
concerns or trouble /

Assistance with
reserving taxi / Guidance of

nearby facilities

7-ELEVEN

POST OFFICE市ヶ谷駅
ICHIGAYA Sta.
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