
■　サービス・施設のご案内　

　・ランドリーサービス 　・コインランドリー　（1階）
　　日・祝日休み。 　　24時間ご利用頂けます。
　　10:00迄にフロント（ダイヤル⑨）へご用命頂ければ、 　　入室の際はお部屋のカードキーが必用です。　
　　当日18:00迄にお届け致します。 　　フロントにて洗剤もご用意しております。（100円）

　・ビジネスセンター　（1階） 　・One Hermoney会員の入会特典 
　　24時間ご利用頂けます。　 　　（入会金・年会費：無料）
　　プリンター（白黒）用紙は1枚10円でご利用頂けます。 　　ご入会頂きますと、お水、入浴剤、新聞1紙（全国紙）
　　ご利用の際はフロントにお申し付け下さい。 　　を無料で手配させて頂きます。また、ご滞在中の駐車

　　料金も無料とさせて頂きます。（通常ご1泊1000円）
　　ご登録用紙に記入の上、フロントまでお持ち下さい。

　・製氷機　（6階、8階、10階）　無料 　・自動販売機　（7階、9階、11階）

■　快適にお過ごしいただくために

　・お部屋の入室時のご案内
　　入口横にあるカードホルダーにキーを差し込むとお部屋の電源が入ります。 お出かけの際はオート
　　ロック式ですのでキーをお持ち下さい。 カードホルダーからキーを抜くとベッド脇のパネルのコンセント
　　以外は電源がOFFになります。 パソコン等のご使用の際はご注意下さい。
　　
　・空気風量の調節
　　ベッド横の壁のコントロールパネルに温度設定、空調風量の調節スイッチがございます。

　・メッセージのご確認方法
　　電話のランプが点滅していましたら、フロントにてメッセージをお預かりしております。
    フロント（ダイヤル⑨）までご連絡下さい。　尚、ボイスメッセージはダイヤル⑦番にてお聞き頂く事ができます。

　・新聞
　　フロントにて朝刊（朝日、読売、毎日、産経、日本経済）をご用意しております。（有料）

　・宅配便
　　フロントにて承ります。梱包資材もご用意しております。（有料）

　・女性用基礎化粧品セット、ナイロンボディタオル、ソーイングセットもフロントにてご用意しております。
　  ご希望の際はフロント（ダイヤル⑨）までお申し付け下さい。　

　・パジャマとスリッパはお部屋内でのみご利用下さい。

■　貸出品

枕・各種 毛布 ベッドガード 子供用パジャマ（1サイズ）

ブルーレイプレイヤー アイロン ズボンプレッサー 各種携帯充電器

デスクライト ヒーター 扇風機 マルチアダプタ

LANケーブル 延長コード くるくるドライヤー 爪切り

アイスノン / 氷枕 体温計 傘 花瓶

この度は、ホテル日航立川 東京をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご滞在中のお客様が快適にお過ごし頂けるよう、下記のサービスや貸出品等をご用意致しております。

※上記、貸出品は数に限りがございます。在庫が無い場合もございますのでご了承くださいませ。



■　SERVICES　/　FACILITIES　

　・LAUNDRY SERVICE ・VENDING MACHINE　（7F、9F、11F）
     Close: Sunday and holidays. 　・COIN LAUNDRY　（1F）
     Open: Weekdays. 　   Open for 24 hours. Need your room key to enter.
     Pick up by 10:00 a.m. returned by 18:00 p.m. 　　 Detergent is available at front desk for \100.

　･BUSINESS CENTER　（1F） 
     Open for 24 hours.  Usage of PC is free    of water, a batting powder and a national newspaper 
　　 Print out (Black and White)    for free. Also, we will not charge you any parking 
     Print out papers are available at front desk.    fee during your stay.
     (\10/1paper)    Please fill out the registration form and submit

   it to the front desk.

・ICE MACHINE　（6F、8F、10F）

■　TO MAKE THE STAY COMFORTABLE
  ・ROOM LIGHTS
     Light will turn on by putting the key to the card holder beside the door. By taking the key out  
     from the card holder all the lights will turn off except the outlet beside the bed. 
     Please make sure to turn off your PC before taking the card out from the card holder. 
     Stand lights and desk lights can turned ON and OFF by using the switches.

　・AIR CONDITIONING
　　 Adjust the room temperature from control panel beside your bed.

　・HOW TO CHECK THE MESSAGE
      When the telephone lamp blinks, it means that the front desk is keeping a message for you.
      Please dial 9 to connect to the front desk.  You can also listen to the voice message by dialing 7.

　・NEWSPAPER
　　 JAPAN TIMES  (\210 on Weekdays, \260 on Sunday / Free for the O.H. members)

　・DOMESTIC COURIER SERVISE
　　 Available at front desk. Packing material (extra charge) is also available.

   ・Basic skin care items for women, a nylon body towel, and a sewing kit are available at the front desk.
　   Please ask for front desk (dial 9) when you need.　

   ・Please put night wear and slipper only inside the room.

■　RENTAL SERVICE

Various Pillows Blanket Bed Guard Pajama for Child

Blu-ray Player Iron and Ironing board Trouser Press Mobile Phone Charger

Desk Lamp Heater Electric Fan Multi Adapter

LAN Cable Extension Cord Curl Hairdryer Nail Clipper

Cooling Pad Pillow Clinical Thermometer Umbrella Vase

　　you a preferred item immediately.   Thank you for your understanding.

Thank you for staying at Hotel Nikko Tachikawa Tokyo.
For your comfortable stay, we offer followings services or rental items.

※Because the number of the renting items are limited, sometimes we might not be able to offer 


