
※写真はすべてイメージです。
※一部、大浴場を設置していない施設もございます。

※

小腹の空く時間に、美味しい夜鳴きそ
ばはいかがですか。
当社外食事業で培ったノウハウを基に、
お店と同じ味をお届けしております。

夜鳴きそば、
いかがですか。

手作りの

朝 食
「わが家」のくつろぎと
四季を感じる旅を「ドーミーイン」で。
まるでわが家でくつろいでいるかのように
旅先での疲れを感じさせない。
それでいて、旅の愉しみを満喫させる。
皆様のもうひとつのわが家となることが、
私たち「ドーミーイン」の願い。
心地よいお部屋と、疲れを癒す大浴場。
食事には、その土地の文化を散りばめて、
ドーミーインは皆様のお帰りをお待ちしております。

ランドリーコーナーを活用すれば、
重たい荷物も減らせます。
思いがけず連泊になった時の
「お助けグッズ」のひとつです。

「お客様に癒しをお届けしたい」
ドーミーインの大浴場には、私た
ちのノウハウが注ぎ込まれてい
ます。
ビジネスホテルの中に現れる異
空間とも呼ぶべき温泉感覚の大
浴場を是非お楽しみください。

天然温泉など
湯にこだわった
大浴場。

「日本の文化」「日本の四季」を
大切にお届けしたい。
充実のアメニティと安心のセキュ
リティで、心ゆくまで大浴場を満
喫していただけます。
「朝の果実湯」もドーミーインのこ
だわり。天然温泉でない浴槽で
も、お楽しみいただけるように工
夫しました。

温泉の他にも
湯の楽しみを。

除菌消臭剤や各社対応の携帯
電話充電器など、日常生活に必
要なさまざまなものを、客室備品
として選びぬきました。

“わが家”と
同じように。

“わが家”には素足に心地よい洗い
たてスリッパと部屋着をご用意。
浴衣では行けないレストランも気兼
ねなくご利用いただけます。
また、ホテルによくあるベッドメイクで
は窮屈で休めない…という声から始
めたのが、ふんわりとした掛け布団。
朝までぐっすり眠れます。

こだわりの品々で
わが家感覚の
ひとときを。

ホテルといえば間接照明が主流
ですが、“わが家”のように読書や
パソコン作業ができるよう、蛍光
シーリングライトを選択しました。
さらに高速ＬＡＮ回線や使い勝手
の良いロングバーも完備。
ご自宅感覚で快適に過ごせます。

明るくて
見やすい照明と
高速ネット回線。

“わが家”感覚の

お部屋
温泉感覚の

大浴場

※施設によって仕様が異なります。

お客様に安心してご利用いただくために、
拡大防止策を導入しています。

冬期実施

強力除菌噴霧器「ハリケーン」による客室の除菌。

インフルエンザ
対策

1

「加湿器」または
自然気化式加湿器「ミスティブーケ」の設置。3

空気清浄機「マジックボール」の増設。2

全国のご当地メニューを取り揃えた
豊富な献立と、手作りの美味しさが
自慢です。

ご当地朝食、
続々登場！

ショートタイムステイ

最大8時間利用可能！

リフレッシュエクスプレスは、時間帯に合わせた3タイプ。
いつもより有効な1日を過ごせるかも！？
あなたなら、どんな使い方をしますか？

ホテルに
泊まらず

モーニング8時間 デイライト イブニング8時間 8時間

05：00～13：00 12：00～20：00 16：00～24：00
チェックイン チェックアウト チェックイン チェックアウト チェックイン チェックアウト

深夜の仕事明けに。
朝まで飲んでしまった…
ちょっと仮眠したい。

例えば、こんな使い方

荷物を預けて観光へ。
大浴場で疲れを癒したい。
お手軽に旅行気分♪

例えば、こんな使い方

着替えとメイクを直したい。
深夜まで時間を潰したい。
自分だけの時間を満喫。

例えば、こんな使い方

※時間内は出入り自由

※一部、大浴場を設置していない施設もございます。

ロングステイフロア、全国に続々登場

「無料送迎」
続々展開中！！

楽々アクセス！
迷わず直行！ ドーミーイン 最寄り駅

4連泊
以上だ

と

詳しくはホームページか、各ホテルにお問い合せください。

ウィークリーコースが、断然お得!!
長期滞在なら、おまかせください！

※ ※一部実施していない
　施設もございます。

ミニキッチン付きのお部屋
IMAGEIMAGE

選べる夕食「小鉢横丁」
（サービス休業日がございます）

IMAGEIMAGE

一日の元気は、
その土地ならではの
あったかごはんで。

ホテル=ユニットバス、ではなく
手足を伸ばせる楽しみをご用意しました。

部屋着に着替えて
素足になったり
畳や布団に寝ころんだり。

日本全国で、“わが家”として
ご利用いただけます。
日本全国で、“わが家”として
ご利用いただけます。

オフィシャルサイトだから出来る、どこよりもお得なプラン! ご予約はホテスパへ!!

http://www.hotespa.net/dormyinn/ ホテスパ

大浴場のあるビジネスホテル

WeCo 推進中！
全国に約8,700室あるドーミーインチェーンでは、
大切な地球環境を次の世代に引き継ぐために、
当ホテルでは、連泊の際の客室清掃は、

お申し出制とさせていただいています。（※2015年5月現在）

①ドーミーインでは、Weco清掃を推進しております。
②ドーミーインEXPRESSでは、歯ブラシ・シェーバー・
　ヘアコーム等のアメニティをお付けしておりません。

WeCo とは
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JR釧路駅より徒歩約9分。

天然温泉 幣舞の湯 ラビスタ釧路川
ぬさまい

JR帯広駅より徒歩約3分。

天然温泉 白樺の湯 ドーミーイン帯広
JR苫小牧駅南口より徒歩約7分。

たるまえ

天然温泉 樽前の湯 ドーミーイン苫小牧
JR旭川駅より車で約2分。徒歩約10分。

かむい

天然温泉 神威の湯 ドーミーイン旭川
JR北見駅より徒歩約3分。

ところがわ

天然温泉 常呂川の湯 ドーミーイン北見
地下鉄南北線大通駅4・5・6・7丁目出口より徒歩約3分。

地下鉄南北線大通駅4・5・6・7丁目出口より徒歩約3分。

JR稚内駅より徒歩約2分。

北海道札幌市中央区南2条西6-4-1
011-232-0011 【TEL】 

【住所】 

北海道札幌市中央区南３条西６-１０-６
011-232-0011【TEL】 

【住所】 

北海道北見市北4条西2-7-1
0157-23-5489 【TEL】 

【住所】 

北海道旭川市5条通6-964-1
0166-27-5489【TEL】 

【住所】 

北海道苫小牧市錦町2-1-22
0144-32-5489【TEL】 

【住所】 

北海道帯広市西2条南9-11-1
0155-21-5489【TEL】 

【住所】 

北海道釧路市北大通2-1
0154-31-5489【TEL】 

【住所】 

【TEL】 
【住所】 北海道稚内市中央2-7-13

0162-24-5489

てんぼく

天然温泉 天北の湯  ドーミーイン稚内北
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狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX

ドーミーインPREMIUM札幌

※PREMIUM札幌での
　お食事となります。

JR小樽駅より徒歩約1分。

あかり

天然温泉 灯の湯 ドーミーインPREMIUM小樽
北海道小樽市稲穂3-9-1
0134-21-5489【TEL】 

【住所】 

JR八丁堀駅より徒歩約2分。東京メトロ日比谷線八丁堀駅より徒歩約4分。

亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀
東京都中央区新川2-20-4
03-5541-6700【TEL】 

【住所】 

JR東室蘭駅西口より徒歩約7分。JR札幌駅から約1時間30分。

天然温泉 幸鐘の湯 ドーミーイン東室蘭
北海道室蘭市中島町2丁目30番11号
0143-41-5489【TEL】 

【住所】 
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広島電鉄1番広島港行き中電前駅より徒歩約2分。

あき

安芸の湯  ドーミーイン広島
広島県広島市中区小町3-28
082-240-1177【TEL】 

【住所】 

JR下関駅より徒歩約8分。

かんもん

天然温泉 関門の湯  ドーミーインPREMIUM下関
山口県下関市細江新町3番40号
083-223-5489【TEL】 

【住所】 

コトデン瓦町駅より徒歩約5分。

さぬきの湯 ドーミーイン高松
香川県高松市瓦町1-10-10
087-832-5489【TEL】 

【住所】 

地下鉄空港線祗園駅より徒歩約1分。

みかさ

天然温泉  御笠の湯  ドーミーイン博多祇園
福岡県福岡市博多区冷泉町1-12
092-271-5489【TEL】 

【住所】 

市電辛島町駅より徒歩約2分。

ろっか

天然温泉 六花の湯  ドーミーイン熊本
熊本県熊本市中央区辛島町3-1
096-311-5489【TEL】 

【住所】 

出島の湯  ドーミーイン長崎

長崎駅前路面電車 築町駅より徒歩約2分。

長崎県長崎市銅座町7-24
095-820-5489【TEL】 

【住所】 

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

JR博多駅（博多口）徒歩10分。

福岡県福岡市博多区祇園町9-1
092-272-5489【TEL】 

【住所】 

天然温泉 霧桜の湯  ドーミーイン鹿児島

JR鹿児島中央駅東口→路面電車「高見馬場」電停下車徒歩約2分。

鹿児島県鹿児島市西千石町17番30号
099-216-5489【TEL】 

【住所】 

JR倉敷駅南口より徒歩約6分。

あち

天然温泉 阿智の湯  ドーミーイン倉敷
岡山県倉敷市阿知3-21-11
086-426-5489【TEL】 

【住所】 

ドーミーインEXPRESS松江

JR線「松江駅北口」より徒歩3分。

島根県松江市朝日町498-1
0852-59-5489【TEL】 

【住所】 

JR弘前駅より車で約5分。

天然温泉 岩木桜の湯 ドーミーイン弘前
※特定日のみ青森県弘前市大字本町71-1

0172-37-5489【TEL】 
【住所】 

JR秋田駅より徒歩約5分。秋田空港より約40分。

秋田県秋田市中通2-3-1
018-835-6777

中通温泉 こまちの湯  ドーミーイン秋田
【TEL】 
【住所】 

JR仙台駅より徒歩約10分。地下鉄広瀬通駅より徒歩約1分。

ドーミーインEXPRESS仙台広瀬通
宮城県仙台市青葉区中央2-10-17
022-715-7077【TEL】 

【住所】 

JR仙台駅西口より徒歩約6分。地下鉄広瀬通駅より徒歩約1分。

あおば

天然温泉 青葉の湯  ドーミーイン仙台ANNEX
宮城県仙台市青葉区中央2-11-26
022-715-7333【TEL】 

【住所】 

JR仙台駅西口より徒歩約4分。

はぎ

天然温泉 萩の湯 ドーミーイン仙台駅前
宮城県仙台市青葉区本町1-5-38
022-715-5489【TEL】 

【住所】 

JR郡山駅西口より徒歩約5分。

ばんだい

磐梯の湯 ドーミーインEXPRESS郡山
福島県郡山市大町2-18-1
024-935-5489【TEL】 

【住所】 

JR高崎駅より徒歩約7分。

はるな

榛名の湯  ドーミーイン高崎
群馬県高崎市あら町55-1
027-330-5489【TEL】 

【住所】 

東武伊勢崎線谷塚駅より徒歩約2分。

ドーミーインEXPRESS草加City
埼玉県草加市瀬崎1-7-20
048-928-8965【TEL】 

【住所】 

JR蘇我駅東口より徒歩約1分。

天然温泉 そが浜の湯 ドーミーイン千葉City Soga
※男女入替制

千葉県千葉市中央区南町2-15-4
043-261-2590【TEL】 

【住所】 

東武伊勢崎線・東京メトロ銀座線浅草駅5番出口より徒歩約1分。

超軟水展望大浴場 あさひ湯  ドーミーインEXPRESS浅草
※男女入替制東京都台東区花川戸1-3-4

03-3845-1122【TEL】 
【住所】 

※平日・休日 男性専用
  （休前日・特日 男女入替制）

2015年7月
リニューアルオープン

東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩約1分。JR秋葉原駅より徒歩約5分。

すえひろの湯  ドーミーイン秋葉原
東京都千代田区外神田4-12-5
03-5295-0012【TEL】 

【住所】 

JR御徒町駅北口改札より徒歩約５分。東京メトロ銀座線上野広小路駅A8番口徒歩約１分。

徒士の湯 ドーミーイン上野・御徒町
東京都台東区上野６丁目７番２２号
03-5807-5489【TEL】 

【住所】 

ドーミーインEXPRESS目黒青葉台

東急田園都市線 池尻大橋駅より徒歩約8分。

※男性専用

東京都目黒区青葉台3-21-8
03-6894-5489【TEL】 

【住所】 

ドーミーインPREMIUM渋谷神宮前

JR渋谷東口から徒歩10分・JR原宿駅表参道口から徒歩9分・東京メトロ明治神宮前駅7番出口徒歩6分。

東京都渋谷区神宮前6-24-4
03-5774-5489【TEL】 

【住所】 

天然温泉 富嶽の湯  ドーミーイン三島

JR三島駅南口より徒歩約5分。

静岡県三島市大宮町3-18-33
055-991-5489【TEL】 

【住所】 

JR新潟駅より徒歩約5分。

天然温泉 多宝の湯 ドーミーイン新潟
新潟県新潟市中央区明石1-7-14
025-247-7755【TEL】 

【住所】 

JR松本駅より徒歩約5分。

あずさ

天然温泉 梓の湯  ドーミーイン松本
長野県松本市深志2-2-1
0263-33-5489【TEL】 

【住所】 

JR甲府駅南口より徒歩約15分。車で約5分。

山梨県甲府市中央1-14-3
055-226-5489

か い じ

天然温泉 甲斐路の湯  ドーミーイン甲府
【TEL】 
【住所】 

つるぎ

JR富山駅より徒歩約12分。路線バス「総曲輪」バス停下車すぐ。

天然温泉 剣の湯  ドーミーイン富山
富山県富山市大手町４-８
076-420-0005【TEL】 

【住所】 

かち

天然温泉  茶月の湯 ドーミーインEXPRESS掛川

JR東海道新幹線「掛川駅」北口より徒歩約9分

静岡県掛川市仁藤町3-12
0537-21-5489【TEL】 

【住所】 

2015年7月
リニューアルオープン

2015年7月
リニューアルオープン

はなほたる

天然温泉 花蛍の湯  ドーミーインPREMIUM京都駅前

JR京都駅より徒歩約3分。

京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町558-8
075-371-5489【TEL】 

【住所】 

日本橋駅2番出口より徒歩5分。長堀橋駅7番出口より徒歩5分。心斎橋6番出口より徒歩10分。

天然温泉 夕霧の湯 ドーミーインPREMIUMなんば
大阪府大阪市中央区島之内2-14-23
06-6214-5489【TEL】 

【住所】 

地下鉄御堂筋線心斎橋駅7番出口より徒歩約7分。

はちまん

人工温泉 八幡の湯 ドーミーイン心斎橋
※男性用のみ大阪府大阪市中央区西心斎橋２-17-３

06-6211-5767【TEL】 
【住所】 

市営地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅2番出口より徒歩約3分。

堂島川温泉 天神の湯 ドーミーイン梅田東
大阪府大阪市北区西天満3-5-35
06-6311-9001【TEL】 

【住所】 

天然温泉  紀州の湯 ドーミーインPREMIUM和歌山

JR和歌山駅中央口より徒歩5分（500M）。

和歌山県和歌山市美園町3-36
073-402-5489【TEL】 

【住所】 

JR名古屋駅より徒歩約10分。地下鉄桜通線国際センター駅より徒歩約15分。

ドーミーインEXPRESS名古屋
愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-8
052-586-6211【TEL】 

【住所】 

さんしゅう

きんこ

JR三河安城駅より徒歩約1分。

天然温泉 三州の湯  ドーミーインEXPRESS三河安城
愛知県安城市三河安城本町1-1-3
0566-71-5489 【TEL】 

【住所】 

JR・近鉄・伊勢鉄道津駅より徒歩約1分。伊勢自動車道津I.Cより車で約15分。

天然温泉  けやきの湯 ドーミーイン津
三重県津市羽所町374
059-213-5489【TEL】 

【住所】 

天然温泉  金華の湯 ドーミーイン岐阜駅前

JR岐阜駅より徒歩にて3分。

岐阜県岐阜市吉野町6丁目31番
058-267-5489【TEL】 

【住所】 

天然温泉 錦鯱の湯 ドーミーインPREMIUM名古屋栄

地下鉄東山線・名城線｢栄駅｣8番出口エスカレーター側より徒歩約５分。地下鉄東山線・鶴舞線｢伏見駅｣2番出口より徒歩約3分。

愛知県名古屋市中区錦2丁目20番１号
052-231-5489【TEL】 

【住所】 

近
畿
地
区

天然温泉 白鷺の湯 ドーミーイン姫路

JR山陽本線・新幹線「姫路駅」より徒歩3分。

兵庫県姫路市豊沢町160-2
079-286-5489【TEL】 

【住所】 

JR金沢駅より徒歩約2分。北陸自動車道金沢西I.Cより約5km。

かが ゆうせん

天然温泉 加賀の湧泉  ドーミーイン金沢
石川県金沢市堀川新町2-25
076-263-9888【TEL】 

【住所】 

市電五稜郭公園前駅より徒歩約3分。

ドーミーインEXPRESS函館五稜郭
北海道函館市本町29-26
0138-35-5489【TEL】 

【住所】 

こうしょう

※ドーミーインEXPRESS函館五稜郭・ドーミーインEXPRESS草加City・ドーミーインEXPRESS松江は、
大浴場がございません。あらかじめご了承ください。

定食 軽食 和洋バイキング
ペット専用ルームあり

夕食天然温泉大浴場付 大浴場付 サウナ付 日帰り入浴
無料送迎あるいはお送りを実施しているホテル※時間・経路は各施設にお問い合わせください。

（2015年12月現在）

天然温泉 境港 夕凪の湯 御宿 野乃 2016年2月1日OPEN
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