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How to check in 

チェックインシステム 
使い方ガイド 



How to Check in 
チェックインについて 

①Start to check in. 
(チェックインを開始) 



①Select language 
（言語選択してください）

Please enter either one of the reservation number or your name.  

（予約番号かお名前はどちらか一方だけ入力ください）  

When you search your name, please use same language as your booking.  

お名前はご予約時と同じ言語でご入力ください。  

※予約サイトでローマ字でご入力の場合はローマ字で入力  

②Enter your booking code or 
your booking name. 
(予約番号か名前で予約検索) 

③Touch each ”Search” 
bouton to go next.
（検索ボタンで次のページ
へ）

① Search your booking 
　お客様の予約情報検索 

Select language  
（言語選択してください）



④Check this 
（チェックを入れる） 

⑤Touch to next 
（次のページへ） 

Your booking name（予約者の名前） Total guest（予約人数）

② Check your booking 

　予約情報の確認 



Registration required for all the guests. 
（情報の入力はお泊まりの方全員分必要です） 

⑥Put your information on the form.  
宿泊者情報を入力 

⑦Touch to take a photo of your passport with you.  
写真の撮影を行います*国内の方は本人の写真のみ  

⑨If there’s other members of you, push and do same thing of him/her.  
複数人でご予約の場合は次の方の入力画面へ  

⑧Touch to take a photo of your passport. 
(only foreigner)  
*国内の方には表示されません  

③ Fill out your information 
   宿泊帳簿情報入力 



⑩Touch to take your photo. 
（シャッターボタン） 

④ Take a photo of you 
　本人確認のため写真撮影 



⑤Make sure all of you have filled the form 
　宿泊者全員分の入力内容を確認 

NAME 01 ・ゲスト01

NAME 02 ・ゲスト02

If you enter all your informations of you,  
Push here and complete check in.  
（全員分の入力が終わったら,  
こちらを押してチェックイン完了）  



Touch to display key code. 
（お泊まりのお部屋の鍵番号を表示） 

Your room No. 
（お泊まりのお部屋番号） 

Finish check in system.  
Don’t close before display key code.  
（鍵番号を表示する前に押さないでください）  

⑥-1 Anouncement of your room/key number 
　お泊まりのお部屋番号/鍵番号の案内 



If you want to send E-mail of key information, touch this and enter your Email 
address.  
（このページの情報は、こちらから入力したお客様のメールに送信できます）  

⑥-2 Anouncement of your room/key number 
　お泊まりの部屋番号/鍵番号・鍵の受取りの案内 

 
 
 



How to Check out 
チェックアウトについて 

①Start to check out. 
(チェックアウトを開始) 



Please enter either one of the room number or your name.  

（予約番号かお名前はどちらか一方だけ入力ください）  

When you search your name, please use same language as your 

booking.  

お名前はご予約時と同じ言語でご入力ください。  

※予約サイトでローマ字でご入力の場合は  

ローマ字で入力 

②Enter with your room number or your 
booking name.  
(部屋番号か名前で検索)  

③Touch each ”Check out” 
bouton to do it.
（”チェックアウト”ボタンを押
してください）

① Search your booking 
　お客様の予約情報検索 

Select language  
（言語選択してください）



④Finish your check out. Push “Close” 
bouton to back to Top page.
これでチェックアウト完了です。
”Close”でトップ画面に戻してください。

② Finish your check out 
　チェックアウト完了　 


