
ご 利 用 案 内 

 

コスモス会館のご利用、誠に有難うございます。 

以下の注意事項などをよくお読みになり、ゆっくりとおくつろぎくださいませ。 

 

■チェックイン・タイム  ：午後 1時から午後 4時まで 

■チェックアウト・タイム ：午前 10時 

 

■宿泊料：コスモス会館滞在中（平日の 9：00～12：00、13：00～16：00 の間）に総務課研究支援

係へお支払い下さい。※現金支払いのみ。カード払い不可。 

 

■鍵：チェックインの際にルームキーとカードキーをお渡しします。 

チェックアウトの際は、午前 10時までに、ルームキーとカードキーを総務課研究支援係にご返却

ください。（休日、早朝出発の場合は、正門横〔守衛所〕へ） 

カードキー：ドア左側の箱にカードキーを触れる事によりコスモス会館宿泊施設専用入口が開

けられます。また、夜間・休日に施錠される研究棟の入口も開けられます。 

ルームキー：このキーでお部屋が開けられます。 

※ルームキーを紛失されると、防犯上、シリンダーを取り替える必要がありますので、十分ご注

意ください。（交換費用実費として、約 3万円を負担していただきます） 

 ※停電時、カードキーでは、宿泊者専用入口が開けられなくなりますので、守衛所 

（内線 3679）へ連絡してください。 

 

■非常口、消火器の場所を必ずご確認ください。 

 

■電話：お部屋の電話は、内線及び外線の着信専用です。外線をかける時は、グランドの西側にあ

るあるカード式公衆電話ボックス（コイン式・10 円または 100 円※お釣りは出ません）をご利用

ください。 

 ※外線から各部屋等に電話をかける場合、0422-34-3900 に電話した後、ガイダンスに従って電話

機上のラベルに示された内線番号４桁をダイヤルして下さい。 

 

■お部屋の清掃及びベッドメイク：6泊以上連泊される場合、清掃及びベッドメイクが、5日に 1回

の割合で午前 10時から午後 1時の間に行います。対象日には清掃員がお部屋へ入りますので、ご

協力をお願いします。（ツイン・ファミリールームにご宿泊の方は、各自で行っていただきます） 

※ツイン・ファミリールームの場合：定員未満で宿泊した場合、クリーニング代は使用人数分 

（１名単価 1,550 円）のみ納付頂きます。但し、使用人数分以上のベッドを利用した場合、その

台数分のクリーニング代（１台単価 1,550円）も追加納付して頂きます。 

 



■全館、禁煙です。 

 

■キッチンでのコンロ使用の際は、火の始末に十分注意してください。 

 

■キッチン・洗濯室・談話室（2階）：共用の場所ですので、使用後は各自責任を持って後片付けを

してください。 

※洗濯機と乾燥機は、夜 10時以降は、使用禁止です。 

 

■外出時の点検：外出される際は、火気、消灯、施錠について必ず確認してください。 

エアコンは、必ず止めてください。 

 

■冷暖房：省エネルギーを心掛け、各自で温度調節を行ってください。 

  

■備品：備品を使用される際には、使用上の注意等に留意し、損傷等のないよう心掛け 

てください。 

万一、備品等を破損した場合には、速やかに研究支援係に届け出てください。 

館内に設置されている備品は絶対に外に持ち出さないでください。 

 

■客室内での面会及び来訪者を宿泊させることはできません。もし、そのような事実が発覚したと

きには、使用者には退室していただくことになります。 

 

■貴重品は、各自で管理してください。 

 

■ご自身で持ち込まれた物は全て部屋、冷蔵庫へ残さずにお持ち帰りください。不要な物はゴミ箱

へお願いします。 

 

■観測環境維持のため、夜間はカーテンによる照明の遮断にご協力ください。 

 

■その他ご不明な点がありましたら、研究支援係（内線 3560）までご連絡ください。 

時間外の場合は、世話人もしくは守衛所（内線 3679）へご連絡ください。 

 

非常時の連絡先 ： 総務課 研究支援係（内線：3560） 

正門守衛所（内線：3679） 



Information 

 

Thank you for your visit to Cosmos Lodge. 

Please read following instructions carefully, and enjoy your stay. 

 

 Check-in Time : 1:00 p.m. - 4:00 p.m. Check-out Time : 10:00 a.m. 

 

 Please pay the fee of Cosmos Lodge to the Research Support Section of General 

Affairs Division during your stay. (Mon. - Fri.: 9:00a.m. - noon, 1:00p.m. - 4:00p.m.)  

*CASH ONLY (JPY). 

 

 When you check-in, you receive two types of keys, card key and room key. When you 

check out, please return both keys to the check-in counter, Research Support 

Section of General Affairs Division, (on the holiday or in the early morning, return 

to the Guard Office) by 10:00 a.m. 

 

 Card-key : You can open the Cosmos Lodge entrance door with touching the card 

key to the box at the left side of the door. You can also open the every entrance of 

buildings, except Main Building (West), in the observatory locked during the night 

time and holiday. 

Room-key : You can open your room with this key. 

*If you lose your Room-key, you have to bear the expense to change cylinder, that 

costs about ¥30,000-. So please handle with care. 

*In case of power outage, the Cosmos Lodge entrance door cannot be opened by the 

card key. At that time, please ask your host researcher to contact the Guard Office 

(ex. 3679) for opening the entrance door. 

 

 Please confirm the place of the emergency exit and the fire extinguisher. 

 

 Telephone : In your room, you can receive the telephone and call the extension 

number. But you cannot call the outside. When you want to call the outside, please 

use the public telephone ( you need ¥10-coin or ¥100-coin) in west side of the Grand. 

*No change is given back for partial use of a ¥100-coin. 

*When you call the room of the Cosmos Lodge: 

Call to 0422-34-3900 (If you call from outside the Japan, call to +81-422-34-3900). 

You can hear the guidance in Japanese only. It says "This is National Astronomical 

Observatory of Japan. Please enter 4 digit(*) of room extension number" in 

Japanese. Then push the 4 digit that is shown on the room phone. (*)It is not your 

room number. It is shown on the label on the telephone in your room. 

 



 Room cleaning and Bedmaking : 

If you are staying for over six consecutive nights, your room will be cleaned and 

made your bed once in every five days. The cleaning and bedmaking will be done 

between 10:00 a.m. and 1:00 p.m.. 

(We ask guests who are staying in the Twin or Family rooms to clean your own 

rooms.) 

*For Twin / Family Room: 

If you stay with the number of people less than the capacity of the room, you have 

to pay the cleaning fee of the used number of people (1,550yen per person). 

However, if you use more beds than the number of stayed people, you also have to 

pay the cleaning fee of the number of additional used (1,550yen per one unit). 

 

 This is a no smoking building. 

 

 When you use the stove in the kitchen, please take care of the fire carefully. After 

you use the kitchen, the laundry room and the lounge, please clean up these room 

for others. 

Washing machine and dryer use prohibition after 10:00 p.m.. 

 

 When you go out, check the fire, the light and the lock. And stop the air conditioner. 

Also, please control the air conditioner to save the energy when you are in room. 

 

 Please treat equipments politely. If you injure equipments, please inform us soon. 

Please do not take any equipment or fixtures out of the Cosmos Lodge. 

 

 You cannot meet someone in your room. When it is detected, you have to get out. 

 

 Please take care of your own valuables. When you check out, please take out all 

materials that are brought by yourself without leaving anything in the room. Also, 

same as in refrigerator. 

 

 Please draw curtains at night so that the leaking light does not disturb the 

observation environment. 

 

**If you have any question, please contact your host researcher. 

 

 [To Host Researcher] 

 Please ask questions to Research Support Section of General Affairs Division (ex. 

3560) on working time or Guard Office (ex.3679) in other time. (Japanese only) 
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