
 

 

ドーミーイン・共立リゾート 

定額制回遊型住み替えサービス『TsugiTsugi』にて宿泊プランを提供 
- 全国のホテル 79棟で 13泊・30泊利用可能 - 
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全国にビジネスホテル「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を展開する株式会社共立メンテナンス（以下、

共立メンテナンス／代表取締役社長：中村幸治／本社：東京都千代田区）は東急株式会社と提携を結び、同社が提

供する定額制回遊型住み替えサービス「TsugiTsugi（ツギツギ）」にて、2022年5月・6月にご利用いただける全国のド

ーミーイン・共立リゾート79棟の宿泊プランを3月23日（水）より提供いたします。 
  

『TsugiTsugi』 公式 WEB サイト：https://tsugitsugi.com/  

 

 
 

  
 

 2021 年 4 月から東急グループが運営する 39 施設にて開始した『TsugiTsugi』に、この度ドーミーイン 75 棟・共立

リゾート 4 棟が対象施設として追加されました。 

ドーミーインでは、主要都市からアクセスのよい立地で都市型ワーケーションが可能であり、共立リゾートでは、都

会の喧騒を忘れる自然豊かなリゾート地でリフレッシュいただけます。お仕事もバケーションも、様々な目的でご利用

可能です。 

「ホテルに泊まる」から「ホテルで暮らす」目的に対応するため、長期滞在が可能なお部屋や無料ランドリーも一部

施設でご用意しています。また、天然温泉の大浴場やサウナも毎日お愉しみいただけ、共立メンテナンスでおなじみ

の夜食ラーメン「夜鳴きそば」を無料でご提供いたします。 
  
『 TsugiTsug i（ ツギツギ） 』 とは  

東急株式会社が提供する、全国の宿泊施設を 1 泊単位で利用可能な定額制回遊型住み替えサービス。会員制

度「TsugiTsugi メンバー」に加入すると、全国 173 施設をご都合に合わせてご利用いただけます。リゾートホテルで旅

行気分を、ビジネスホテルではお仕事に集中できる環境を提供します。2022 年 5 月、6 月利用分の募集対象施設と

して、ドーミーイン・共立リゾートが新たに追加。 
 
 

『TsugiTsugi』募集プランに関する詳細は別記をご参照ください。 

ドーミーイン客室一例 サウナイメージ 

『 TsugiTsug i』 で利用可能なドーミーイン・共立リゾートの特長  

・ 全国のドーミーイン 75 棟、共立リゾート 4 棟を定額で 13 泊／30 泊利用可能 

・ 天然温泉大浴場や高温サウナ、強冷水風呂でサウナーライフを毎日ご堪能※ 

・ 長期滞在向けの快適なお部屋をご用意※ 

・ 共立メンテナンスおなじみの夜食ラーメン「夜鳴きそば」を無料でご提供 

※施設によりサービスが異なる場合があります。 

大浴場イメージ 

 

https://tsugitsugi.com/


【対象のドーミーイン・共立リゾート全 79 棟】 

北 海 道 エ リ ア 

ドーミーインPREMIUM札幌、ドーミーイン札幌ANNEX、ドーミーインPREMIUM小樽、

ドーミーイン稚内、ドーミーイン旭川、ドーミーイン網走、ドーミーイン北見、 

ドーミーイン帯広、ドーミーイン苫小牧、ドーミーイン東室蘭、ラビスタ函館ベイ 

東 北 エ リ ア 

ドーミーイン弘前、ドーミーイン本八戸、ドーミーイン盛岡、ドーミーイン秋田、 

ドーミーイン EXPRESS 仙台広瀬通、ドーミーイン仙台 ANNEX、 

ドーミーイン仙台駅前、ドーミーイン EXPRESS 仙台シーサイド、御宿 野乃 仙台 

関 東 エ リ ア 

ドーミーイン PREMIUM 神田、ドーミーイン秋葉原、ドーミーイン・global cabin 浅草、 

ドーミーイン上野・御徒町、ドーミーイン東京八丁堀、ドーミーイン後楽園、 

ドーミーイン池袋、ドーミーイン PREMIUM 東京小伝馬町、ドーミーイン PREMIUM 渋

谷神宮前、ドーミーイン EXPRESS 目黒青葉台、ドーミーイン千葉 City Soga、 

ドーミーイン高崎、御宿 野乃 浅草、ラビスタ東京ベイ 

中 部 エ リ ア 

ドーミーイン長野、ドーミーイン松本、ドーミーイン新潟、ドーミーイン甲府、ドーミーイ

ン三島、ドーミーイン EXPRESS 富士山御殿場、ドーミーイン EXPRESS 掛川、ドーミ

ーイン EXPRESS 三河安城、ドーミーイン PREMIUM 名古屋栄、ドーミーイン福井、 

ドーミーイン金沢、ドーミーイン富山、ドーミーイン岐阜駅前、御宿 野乃 富山、 

御宿 野乃 金沢、飛騨花里の湯 高山桜庵 

近 畿 エ リ ア 

ドーミーイン PREMIUM なんば、ドーミーイン PREMIUM 大阪北浜、ドーミーイン

PREMIUM 京都駅前、ドーミーイン姫路、ドーミーイン神戸元町、ドーミーイン

PREMIUM 和歌山、ドーミーイン津、御宿 野乃 なんば、御宿 野乃 大阪淀屋橋、 

御宿 野乃 京都七条 

四国 ・中国エリア 

ドーミーイン広島、ドーミーイン広島 ANNEX、ドーミーイン倉敷、ドーミーイン出雲、 

ドーミーイン EXPRESS 松江、ドーミーイン PREMIUM 下関、ドーミーイン高松、ドーミ

ーイン高松中央公園前、ドーミーイン松山、ドーミーイン高知、御宿 野乃 境港 

九州 ・沖縄エリア 

ドーミーイン博多祇園、ドーミーイン PREMIUM 博多・キャナルシティ前、ドーミーイン

PREMIUM 長崎駅前、ドーミーイン長崎新地中華街、ドーミーイン熊本、ドーミーイン

宮崎、ドーミーイン鹿児島、ザ・ビーチタワー沖縄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラビスタ東京ベイ エントランス ラビスタ東京ベイ 大浴場 

ラビスタ東京ベイ 客室一例 ザ・ビーチタワー沖縄イメージ 



TsugiTsugi2022 年 5 月・6 月募集概要 

一番人気の 30泊プランに加え、ライトプラン「13泊プラン」をご用意。30泊プランでは、これまで通り使い方の好み

によって“スタンダード”“Ｅｎｊｏｙ＋（エンジョイプラス）”より、ご希望のスタイルをお選びいただけます。 

なお、全プランにて同伴者様１名まで無料にてご利用可能であり、各種連携サービスにより、移動や滞在先での

暮らしをより一層お楽しみいただけます。 

本サービスは 340 名限定で募集し、2022 年 3 月 23 日（水）12 時より専用サイト（https://tsugitsugi.com/）にて、

申し込みを開始します。各プランの募集期間、利用開始日などは専用サイトをご参照ください。 

※宿泊施設に関するご予約については、プラン開始日の 28 日前より専用サイトにて承ります。 

※ANA SKY コインの有効期限は発行日より 12 カ月目の末日までになります。 

※ANA SKY コインの詳細はこちらからご確認ください。（https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/SKYcoin/） 

※東急ホテルズギフトカードの詳細はこちらからご確認ください。

(https://www.tokyuhotels.co.jp/guide/service/giftcard/index.html) 
 
 

＜ドーミーインとは＞ 

寮事業のノウハウから続く“我が家のような寛ぎ”と快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、

“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランド

を展開。国内 86 ヵ所、海外 1 ヵ所、計 87 ヵ所展開。 
 
 

＜共立リゾートとは＞ 

共立メンテナンスの運営するリゾートホテル事業。絶景を愉しむリゾートホテル「ラビスタ」シリーズやペットとの滞

在を愉しむ「ルシアン」シリーズ、個性豊かな「和の湯宿」など、上質でありながら肩の凝らないおもてなしが味わえる

リゾートホテル・癒しの湯宿。現在、全国に 37 ヵ所※展開しています。共立リゾートのホテル一覧はこちらよりご覧くだ

さい。https://www.hotespa.net/resort/hotellist/ 

 ライトプラン スタンダードプラン Enjoy＋ 

宿泊数 13 泊 30 泊 

宿泊対象施設 全国 173 施設（内ドーミーイン・共立リゾートは 79 施設） 

ご利用料金（税込） 110,000 円（税込） 230,000 円（税込） 270,000 円（税込） 

ご利用可能人数 ご同伴者 1 名無料 

お申込定員 各期間 30 名限定（計 8 回） 各期間 50 名限定（計 2 回） 

お申込形態 抽選販売（ｗｅｂ申し込み） 先着順（ｗｅｂ申し込み） 

特典① 

ANA SKY コイン 

- 5,000 コイン 45,000 コイン 

特典②東急ホテルズ 

ギフトカード 

- - 20,000 円分 

■ 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 
 
 

■ 『TsugiTsugi』に関するお問い合わせ先 

東急株式会社 社長室 広報グループ 報道担当 TEL：03₋3477-6086 
  

■ 画像提供 

本件に関する画像を以下のサイトにてご提供しています。ご自由にお使いください。 

https://www.kyoritsugroup.co.jp/release/tsugitsugi.zip 

（ダウンロード期限：2022 年 4 月 30 日） 

※「湯めぐりの宿」シリーズも含む 

https://tsugitsugi.com/
https://www.ana.co.jp/ja/jp/amc/promo/skycoin/
https://www.tokyuhotels.co.jp/guide/service/giftcard/index.html
https://www.hotespa.net/resort/hotellist/
mailto:pr-info@dormy.co.jp
tel:0120-88-1030
https://www.kyoritsugroup.co.jp/release/XXXXX
https://www.kyoritsugroup.co.jp/release/XXXXX

