
（Japanese） 東海ドミトリーの宿泊予約のため、以下の A・B いずれかの手続きを行ってください。 
 

A【ユーザー登録（共同利用者支援システムのユーザーID をお持ちでない場合）】 
 

１．以下の URL へアクセスし、「ユーザー登録」ボタンをクリックします。

https://krs.kek.jp/uskek/ui/ 

 

２．利用規約を読み、「同意する」ボタンをクリックします。 
 
 

３．必要事項を入力します。 

*用務情報は、以下を参考にしてください。

 

４．ユーザーズオフィスで承認されると、完了通知のメールが送信されます。 

 

※主催者によりドミトリーのお部屋は既に確保されております。ユーザー様ご自身にて「宿泊予約」を行って

いただく必要はありません。

https://krs.kek.jp/uskek/ui/


 
B【用務追加（すでに共同利用者支援システムのユーザーID をお持ちの場合）】 

 

1.以下の URL よりログインします。https://krs.kek.jp/uskek/ui/ 

*ユーザーID はメールアドレスです。 

**パスワードをお忘れの方は、J-PARC ユーザーズオフィス j-uo@ml.j-parc.jp までご連絡ください。仮パ

スワードを再発行します。 

 
2.左メニュー【利用申請手続】→[2.用務追加登録（未登録の実験・研究用務への承諾書入力）]  をクリックします。 

 
 

3.用務情報を入力します。 

*用務情報は、上記【ユーザー登録】３を参照してください。 
 
 

4.「確認・承諾事項」を読み、「承諾」ボタンをクリックします。 
 

5.ユーザーズオフィスで承認されると、ご自身で[1.登録済の実験・研究用務]にて確認することができます。 

 
※主催者によりドミトリーのお部屋は既に確保されております。ユーザー様ご自身にて「宿泊予約」を行って

いただく必要はありません。

https://krs.kek.jp/uskek/ui/
mailto:j-uo@ml.j-parc.jp


A 

(English) For the reservation for Tokai dormitory, please do the following procedures A or B. 
 
 

1. Access the following URL and click "Registration" button. 

https://krs.kek.jp/uskek/ui/UI_00000E.do 

 
 
 

2. When you click "Agree" to the term at the bottom, the user registration form appears. 
 
 

3. Submit the form. 

*“Nature of Visit”, please see below.  

 
 

4. The Users Office gives approval if necessary information has been entered correctly. 
 
※You don’t  need to make a reservation of Tokai dormitory by yourself, because we have already booked.

[New users (not have a user ID of User Support System)] 
 



B [Addition of new purpose ( already had a user ID)] 
 
1. Log in to the User Support System. 

https://krs.kek.jp/uskek/up/UP_00000E.do 

*Your user ID is your e-mail. 

**If you do not remember your password, please ask the J-PARC Users Office j-uo@ml.j-parc.jp . Then the staff will 

reset the password. 

 
2. Click [Administrative Procedures for Visiting KEK/J-PARC] at the left side menu and [Identify the purpose of your visit to 

KEK/J-PARC]. 

 
3. Add the information. 

*“Nature of Visit”, please see [New users] 3 above. 
 
 

4. Read the Notice and click "Agree" button. Please wait until Users Office approve. 
 
 

5. Once your application approved at Users Office, you can find your purpose at your portal site. Click 
[Administration relating to your visit]. 

 
※You don’t  need to make a reservation of Tokai dormitory by yourself, because we have already booked. 

https://krs.kek.jp/uskek/up/UP_00000E.do
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