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Press Release

共立メンテナンスのコロナ禍特別対応
2021 年新入生、在学中の学生を経済面でサポートするプログラムへのお申し込みを受付
－ 学生寮に関わる費用の無利子貸付けにより、学生の就学継続を支援します －
全国に学生寮「ドーミー」 を運営し、約 1,300 校の学校と提携している株式会社 共立メンテナンス（以下、共立メ
ンテナンス）は、新型コロナウイルスの感染拡大が長引く中、2021 年度の新入生および在学中の学生に対して、学
生寮に関わる費用をサポートする制度 『就学支援プログラム』へのお申し込みを受付していることをお知らせいたし
ます。

「就学支援プログラム」WEB サイト：https://www.gakuseikaikan.com/dp/covid19shien/
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について：https://labo.dormy-ac.com/covid-19/
■ 背景
公益社団法人東京都専修学校各種学校協会が昨年実施した調査※1 に
よると、95％の学生が新型コロナウイルスの影響を受けており、「アルバ
イトができず生活費が不安」、「学費を払うことができない」、「仕送りが減り
生活費が不足」など経済面での不安が顕著にあらわれています。また、
必要に感じている支援として、4 割が「生活費の援助」と回答しています。
さらに、同年 4 月から 10 月に全国の国公私立の大学や短大を中退した
学生は 2 万 5,008 人、休学した学生は 6 万 3,460 人に上り、「経済的困
窮」による要因が最も多いことが文部科学省の調査※2 で示されています。
■ 就学支援プログラムとは
共立メンテナンスの寮をご利用いただく場合、通常ご契約時に入館費、管理費の初期費用をまとめてお支払い
いただき、その後、朝夕の食事付きの賃料約 7 万円～9 万円※3 が毎月かかります。
しかし本プログラムをご利用いただくことで、ご契約時および月々のお支払額を大幅に軽減し、入寮中は月々3 万
円のお支払い、差額については契約満期後から無利子でお支払いいただけます。
<例> ドーミー平井２（東京都江戸川区）を 2 年契約した場合の支払いシミュレーション
✓ ご契約時の入館費、年間管理費の初期費用の支払い額を大幅に軽減
初回支払い 61 万 2,000 円 → 1 万 6,200 円
✓ 入居中、毎月の賃料(朝夕 2 回の食事付)等の支払い負担を軽減し分割払い(無利子)へ
毎月支払い 8 万 6,200 円 → 3 万円 ※支払い総額 279 万円は 3 万円の 93 回払い
✓ 上記の差額のお支払いに対して無利子の貸付けをご提供
分割でお支払いいただくことによる手数料も発生しません
ご入居時の経済的負担を軽減し、学業終了に伴う退寮後に支払うことが可能です

共立メンテナンスの学生寮では、個別タイプの居室に全室専用 Wi-Fi を完備し、リモート授業にも対応しておりま
す。 また、食堂にて朝夕の食事をご提供するため食事の心配もありません。日頃よりご入居者様の安全を第一に
考え、安心してご利用いただくため、12 項目の感染拡大防止対策に取り組んでおりますのでご安心ください。

＊貸付業務に関しては、共立メンテナスのグループ会社 共立ファイナンシャルサービスが代行しています。

■ 学生寮での寮生仲間との共同生活を通じて成長したいと考える学生を応援します
共立メンテナンスでは、1980 年より寮事業を開始し、多くの学生寮の運営や学生たちの生活に携わった経験を
通じて、寮での共同生活がひとりひとりの学生にとって充実して思い出深く、その後の人生においても有意義な経験
になるものと考え、日々のサービスを提供しております。
『就学支援プログラム』は昨年 6 月の募集開始以降、在寮生および新規入寮者を合わせ 400 名以上にご利用
いただいています。ご利用者の多数を占める大学や専門学校 1 年目の学生には月額の支払いが 3 万円かつ無利
子であることを特にご評価いただいており、今後も学生生活を継続いただくための一助としてご利用いただきたいと
考えております。
また、学生から学校へ相談があるケースも数多く聞かれ、学校には住まいの奨学金制度としてぜひご活用いただ
きたいと考えております。共立メンテナンスでは今後も一層学校と寄り添い、課題やご要望を伺いながら一人でも多
くの学生を支援してまいります。

共立メンテナンスの 「ドーミー」 の魅力
共立メンテナンスの「ドーミー」では、寮運営の豊富な知識と経験を持った
寮長・寮母が常駐し、病気や災害などの緊急時にも対応するなど、共に暮
らしながら親代わりになって学生の生活をサポート。体調管理の基本となる
食事は、管理栄養士が考案したメニューを朝夕まごころ込めて寮母が手作
りしています。
寮長寮母イメージ

また学生同士が交流しやすい環境を整えるため、ラウンジや大浴場など
共有スペースを充実させ、定期的なイベントも開催。国際交流やキャリアセミ
ナー、ボランティア活動に至るまで、将来的に役立つ経験ができるところも魅
力です。学校や年齢、国籍を超え、様々な境遇の仲間と生活を共にすること
で、学びの幅が広がり、広い視野や生涯の友人をつくることができます。
食堂イメージ

＊ドーミーでは、マスクの着用をはじめ各種予防の取り組みを行い、新型コロナウイルスの感染予防に努めてます。

※1 出典：「学生生活の現状に関するアンケート【概要版】」（公益社団法人東京都専修学校各種学校協会）
（https://tsk.or.jp/ck114/ck1145#title2）
※2 出典：「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けた学生等に対する追加を含む経済的な支援及び学びの継続への
取組に関する留意点について（依頼）」（文部科学省）（https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00016.html）
※3 寮によって費用は異なります。

■ 報道関係のお問い合わせ先
株式会社 共立メンテナンス コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-5295-7072 FAX：03-5295-7061 EMAIL：pr-info@dormy.co.jp
■ 学生寮および就学支援プログラムに関するお問い合わせ先
株式会社 共立メンテナンス 寮事業本部
TEL：03-5295-7811

FAX：03-5295-5906

お問い合わせフォーム：https://dormy-ac.com/contact/inquiry/

新しい生活スタイルをドーミーが支援
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「新型コロナウイルス就学支援プログラム」は新型コロナウイルスの感染拡大に
伴い様々な経済活動が停滞するなか、学費や生活費の捻出が困難な状況にある
学生様が安心して学業や学生生活に励みやすいよう経済面で支援するプログラ
ムです。
当プログラムでは、弊社が運営する学生寮の費用負担を軽減し学校卒業後に返
納いただけるようにします。
例えば、
「月額2食付き100,000円」の賃料を「月額2食付き30,000円（手数料

等初期費用無し）」のみとし、差額については共立ファイナンシャルサービス（共
立メンテナンスのグループ企業）が無利子貸付けを行い、満期退寮後に一定期間
を設けて返納いただきます。詳細については下記QRコードにて詳細確認いただ
くか、お電話にてお問い合わせください。

就学支援プログラム 支払いシミュレーション
ドーミー平井2（2年間契約した場合）

契約金612,000円

保証金
0円
入館費2年
160,000円
年間管理費
226,000円×2回
館費（食事込）1,024,500円×2回
（86,200円/月）
冷暖房費
72,600円×2回 ※実費別途

支払方法

館費2,049,000円

冷暖房費145,200円

総額2,806,200円
就学支援プログラムを利用すると…。
初回16,200円

3

毎月 万円×23回

入居中 総額706,200円

3

毎月 万円×70回

退去後 総額2,100,000円

総額2,806,200円 94回払い
（返済期間7年10ヶ月で手数料は無利子）

就学支援プログラム詳細
受付期間
対象者
対象のDormy
（ドーミー）
と費用

手数料と支払い方法

・2020年6月1日から2021年3月31日

※詳しくは下記QRコードでご確認ください。

・現在、在学中の方または2021年度春までに入学される学生の方。
・共立メンテナンスの運営するドーミー学生会館のご契約者。
・契約者は学生様ご本人、連帯保証人は保護者様になります。
・月額館費が100,500円未満のドーミー学生会館。
・保証金（就学支援プログラムに限り0円）、入館費、年間管理費、館費（食事代を含む）、冷暖房費。
・実質年利 0.0％
（分割手数料金利なし）。
・入居月からお支払開始となります。毎月27日に指定口座より自動引き落とし。
・返済金額は毎月3万円（端数は初回支払い時に加算）。
・実費（電気代・通信等）別途かかります
（ドーミーにより異なります）。

ご注意

就学支援プログラムに関する
お問い合わせ・お申込み

お申込みに際しては審査があり、結果によってはご希望にそいかねる場合があります。
なお、審査の内容について、お答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社共立ファイナンシャルサービス

TEL 03-5295-7992

https://kfsweb.co.jp

安 心してご 利 用 いただくために
新型コロナウイルス感染防止対策

ドーミー学生会館ではご入居者様の安全を第一に考え、
新型コロナウイルス感染防止に日々取り組んでおります。

食事提供における取り組み

消毒液の設置

席数を減らし間隔確保

椅子・テーブルの
消毒徹底

食器・トレー・しゃもじ等の
消毒強化・徹底

清掃作業時の
マスク・手袋の着用徹底

換気、
扉開放の実施

飛沫感染予防用
クリアカーテンの設置

スタッフの体調チェック
37.0℃以上は出勤停止

業務中の
ソーシャルディスタンス確保

共用部・清掃における取り組み

手に触れる箇所の消毒徹底
※ドアノブ、
エレベーター等

寮長（マネージャー）
・寮母・スタッフにおける取り組み

業務対応時のマスク着用

手洗い、
うがい、
消毒の徹底

学生会館
https://gakuseikaikan.com

いつもの食事が健康
みんなと食べる朝・夕の食事は
寮母さんが心を込めての手作り
料理。
さらに準備の時間や、
外
食費の心配がいりません。

すぐに生活スタート！
お部屋は完全個室で家具付き
＆Wi-Fi環境も完備。
便利な共用設備は家事にかか
る時間を削減してくれます。
※会館により仕様が異なります。

もしもの時も安心
ともに暮らす寮長・寮母が、生
活のサポートをします。
日常から病気・災害などの緊
急時にも対応してくれます。

豊富な物件数
進学先に合わせて選べる
豊富な物件数。

全国
263棟！
首都圏・関西圏をはじめ、
札幌・仙台・新潟・甲府・名古屋・広島・九州・沖縄にて展開中。

ドーミー学生会館に関するお問い合わせ・お申し込み

株式会社 共立メンテナンス 首都圏学生会館事務局

0120-88-1030

東京本社・支店／札幌・仙台・名古屋・京都・関西・九州

https://gakuseikaikan.com

