利用レポート Operation report
このフォームは帰国後にryosei@aimiya.comへ送ってください。
ご利用者各位
VIP RADIO ROOM のご利用ありがとうございます。このSHACKは利用者の相互協力により、いつも
快適に利用できるように設備のメンテナンスをしています。そのため利用された方からの設備の状態の
情報を必要としています。そこで、ご利用された方はご面倒ですが以下のフォームでリポートをお願い
します。また、退出時チェックリストもご記入ください。(個人情報は厳重に保護します)

All Users

Please send this form to ryosei@aimiya.com after a homecoming.

Thank you for using the VIP RADIO ROOM. All the equipment in this shack are maintained well by the
mutual cooperation of each users, so that it can be used comfortable at any time. Therefore, your
cooperation to provide the information and check list in below, is very much appreciated, especially when
you encounter any troubles and/or problems. (PERSONAL INFORMATION is protects severely.)
記入日：Entry day:

PERSONAL INFORMATION (Representative)(代表者)
T8 CALLSIGN:
NAME:

HOME CALLSIGN:
e-mail:

HOME QTH:
OPERATIONAL INFORMATION:
利用期間：Period (MM/DD - MM/DD):
全利用者のT8コール：
ALL OPERATERs T8 Call:
運用バンド：OPERATION BAND:
運用モード：OPERATION MODE:
交信数：Approximate number of QSO:
使用無線機：Used EQUIPMENT(s):
特記事項：
Operational suggestions, trouble, problem, etc:

記入スペースが不足するときは裏側に書くか用紙を増やしてください。 If space is not enough, please write the back or add a page..

退出時のチェックリスト

The checklist when leaving

□ 1, ビームアンテナは全部北向きにしました。
I directed all antennas Northward.

□ 2, 同軸ケーブルは接地器につなぎました。
I disconnected coax cable to the rig, and
connected to the Earth Ground.

□ 3, １１０V電源のプラグを全部抜きました。
I removed all the AC 110V outlet

□ 4, リニアの２２０V電源のプラグを抜きました。
I removed 220V outlet for the linear amplifier.

□ 5, 布、シートで無線機をカバーしました。
I covered all equipment with a cloth or sheets.

□ 6, 部屋の簡単な清掃をしました。
I did housekeeping.

□ 7, ゴミを捨て、ゴミの袋を新しくしました。
I cleaned up garbage and set the new bag
to the trash can.

□ 8, 屋上出口の施錠をしました。
I locked the door to the roof exit

□ 9, バルコニー出口ドアーの施錠をしました。
I locked the door to the balcony.

□ 10, エアコン電源のプラグを抜きました。
I removed an outlet of air conditioner.

□ 11, 無線室の電灯を消しました。
I turned off the light in the radio room.

□ 12, 無線室ドアーの施錠をしました。
I locked the door of the radio room.

□ 13, 廊下の鉄格子扉の施錠をしました。
I locked the iron grid fence to the hallway.

□ 14, 無線室の鍵を返却しました。
I returned the radio room key to the front
desk.

ご意見、コメント、アドバイスなどは以下にお書き下さい。
Any comments, advice, etc... please write below.

ご協力ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。
Thank you for your cooperation. Your visit is always welcome. Let's enjoy King Of Hobby !!

