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愛知・名古屋に天然温泉大浴場付きホテル
天然温泉
錦鯱の湯

きんこ

ドーミーインPREMIUM名古屋栄 4月１日グランドオープン

～ ビジネス・観光に便利な「錦通り」沿いに立地。 インバウンド顧客の長期滞在にも対応 ～

株式会社共立メンテナンス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 充孝)は、全国に展開する
ホテル ドーミーインシリーズの53棟目となる「ドーミーインPREMIUM名古屋栄」を、愛知県名古屋市中区
錦に、2015年3月19日(木)のプレオープンを経て、2015年4月1日(水)にグランドオープンいたします。
ホテル ドーミーインシリーズは、全国総客室数約9,000室、1日約10,000名のお客様にご利用いただいて
います。53棟目の当ホテルは、延べ床面積2,136坪・12階建て、客室数212室をご用意。
サウナ付大浴場には「天然温泉 錦鯱(きんこ)の湯」を設けています。また、ドーミーインシリーズの特徴で
ある「天然温泉大浴場」、「ご当地朝食」、「ゆったりくつろげる客室」にこだわり、ビジネスにも観光にもお
使いいただけるPREMIUMシリーズとして、出張や旅行で疲れた身体を癒していただけます。
元来、寮や高齢者向け住宅等の“住まい”の運営を手掛けてきた当社は、そのノウハウを活用し、「住む」
をコンセプトにランドリーコーナーや生活必需品のレンタルなど長期滞在にも対応。さらには、Wi-Fi完備の
客室や海外用電圧対応のコンセントなども完備いたしました。もちろん多言語に対応できるスタッフを揃え、
増加するインバウンドのお客様にもご満足いただけるサービスを提供するとともに、名古屋栄の観光推進
に貢献できるよう展開いたします。

Wi-Fi完備の客室。

サウナ完備の大浴場

名古屋ならではのご当地メニューも。

和洋バイキング朝食

名物 無料の夜鳴きそば

【ドーミーインPREMIUM名古屋栄 特徴】
●wi-fi完備
●海外用ホテルコンセント100V（韓国・中国）
●全室加湿空気清浄機付き
●サータ社ベッド完備

●完全分煙 喫煙ブース1/6/9/12階
●ご当地メニュー
ひつまぶし・味噌カツ・味噌おでん・きしめん・どて煮
●約７０種類の種類豊富な和洋バイキング

●所在地
愛知県名古屋市中区錦2丁目20番1号
●TEL 052-231-5489
●アクセス
電車の場合
地下鉄東山線・名城線 栄駅8番出口より 徒歩約4分
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅2番出口より徒歩約4分

●室数限定宿泊プラン ～２０１５年７月１７日（金）
シングルルーム（1名様利用） 素泊まり 7,990円～
ダブルルーム （2名様利用） 素泊まり 9,990円～
お問い合わせ
○本リリースについて
及び、取材の
お問い合わせは
こちら

株式会社共立メンテナンス 広報室 (担当/五十嵐・梅田)
〒101-8621 東京都千代田区外神田2丁目18番8号
TEL.03-5295-7072 FAX.03‐5295-7061 E‐mail：otoiawase@dormy.co.jp
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共立メンテナンスのドーミーインシリーズ
全５３拠点
（2015年3月現在）

北海道：10施設
韓国：1施設
2015.3予定

北陸・東海：9施設
東北：6施設
近畿：6施設

九州：5施設

関東：1１施設
中国四国：5施設

【北海道】
●ドーミーインPREMIUM札幌 ●狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX ●天然温泉 天北の湯 ドーミーイン稚内
●天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見 ●天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川 ●ドーミーインEXPRESS函館五稜郭
●天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小牧 ●天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広
●天然温泉 灯の湯 ドーミーインPREMIUM小樽 ●天然温泉 幣舞の湯 ラビスタ釧路川
【東北】
●天然温泉 岩木桜の湯 ドーミーイン弘前 ●中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田 ●天然温泉 萩の湯 ドーミーイン仙台駅前
●杜の湯 ドーミーインEXPRESS仙台広瀬通 ●天然温泉 青葉の湯 ドーミーイン仙台ANNEX
●磐梯の湯 ドーミーインEXPRESS郡山

【関東】
●榛名の湯 ドーミーイン高崎 ● ドーミーインEXPRESS草加City
●天然温泉 梓の湯 ドーミーイン松本
●Day&StayHOTEL そが浜の湯ドーミーイン蘇我 ●ウィークリードーミーイン目黒青葉台
●超軟水展望大浴場 あさひ湯 ドーミーインEXPRESS浅草 ●亀島川温泉 新川の湯ドーミーイン東京八丁堀
●すえひろの湯 ドーミーイン秋葉原 ●ドーミーインPREMIUM渋谷神宮前 ●天然温泉 多宝の湯 ドーミーイン新潟
●天然温泉 梓の湯 ドーミーイン松本 ●天然温泉 甲斐路（かいじ）の湯 ドーミーイン甲府
【中部・北陸】
●天然温泉
●天然温泉
●天然温泉
●天然温泉

剣の湯 ドーミーイン富山 ●天然温泉 加賀の湧泉 ドーミーイン金沢 ●天然温泉 金華の湯 ドーミーイン岐阜駅前
富嶽の湯 ドーミーイン三島 ●天然温泉 茶月の湯 ドーミーインEXPRESS掛川
●天然温泉 けやきの湯 ドーミーイン津
三州の湯 ドーミーインEXPRESS三河安城 ●柳の湯 ドーミーイン名古屋
錦鯱の湯 ドーミーインPREMIUM名古屋栄
（15/3/19OPEN）

【近畿】
●天然温泉 花蛍の湯 ドーミーインPREMIUM京都駅前 ●堂島川温泉 天神の湯 ドーミーイン梅田東
●天然温泉 夕霧の湯 ドーミーインPREMIUMなんば ●人工温泉 八幡の湯 ドーミーイン心斎橋
●天然温泉 白鷺の湯 ドーミーイン姫路 ●天然温泉 紀州の湯 ドーミーインPREMIUM和歌山
【中国・四国】
●天然温泉 阿智の湯 ドーミーイン倉敷 ●安芸の湯 ドーミーイン広島 ●さぬきの湯 ドーミーイン高松
●ドーミーインEXPRESS松江 ●天然温泉 関門の湯 ドーミーインPREMIUM下関
【九州・沖縄】
●天然温泉 御笠の湯 ドーミーイン博多祇園 ●天然温泉 袖湊の湯ドーミーインPREMIUM博多・キャナルシティ前
●出島の湯 ドーミーイン長崎 ●天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本 ●天然温泉 霧桜の湯 ドーミーイン鹿児島

【韓国】
●ドーミーインPREMIUM SEOUL Garosugil （15/03/23OPEN）
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株式会社共立メンテナンス 会社概要
【共立メンテナンスの事業について】

弊社は、1979年に企業の受託給食事業からスタートし、その後学生寮・社員寮など寮事業
を中心に事業展開を図ってまいりました。また“寮の合理性や快適性をホテルに”という発想
から誕生した、ビジネスホテル「ドーミーイン」や、五感で楽しみほっとできる癒しの宿としてリ
ゾートホテルをオープン。寮・ホテルで培ったおもてなしの心をもとに、シニア向けの住まい
や、温泉施設の運営も行っております。

会社名

株式会社 共立メンテナンス（東証一部9616）

設 立

1979年（昭和54年）9月27日

代 表

佐藤 充孝（さとう みつたか）

資本金

51億36百万円

売上高

1,052億16百万円 （第３5期 平成２5年４月１日～平成２6年３月３１日）

本 社

〒101-8621 東京都千代田区外神田2丁目18番8号

支 店

札幌支店、仙台支店、名古屋支店、関西支店、京都支店、九州支店

事業内容

１）学生寮･社員寮･ワンルームマンション事業
２）ホテル事業
３）ウェルネスライフ事業
４)PKP事業
５）その他前号に附帯する事業
事

◎ドーミーイン(ビジネスホテル)事業

53カ所

◎リゾートホテル事業

21ヶ所

◎受託事業
◎ウェルネスライフ事業(シニア向け住宅)

205ヶ所
7ヶ所

業

所

◎学生寮・社員寮・
ドミール(ワンルームマンション)事業
◎その他

427ヶ所
1ヶ所

（平成27年3月 現在）

