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ご滞在中ご不明点などお問い合わせは
こちらTORAMIIのLINEアカウントまでお願いします。

LINE ID検索 @toramiiもしくは↓QR追加



Sea by TORAMIIについて

千葉県 九十九里エリア 長生郡一宮町東浪見
バケーションレンタルハウス
【Sea by TORAMII】
（シーバイトラミ）

バケーションレンタルになりますので、
施設内の建物・庭 付帯設備の一式を最大19時間単位で
お貸出しさせて頂いております。
ホテル・旅館ではないため、ご来場いただいた状態でご退
室をお願いいたしております。

カリフォルニアの別荘をイメージした、
優雅な時間を過ごせる施設となっております。
約40帖の広いリビングに、8帖もある本格キッチン
1ベッドルームとロフトもあり。
キッチン併設の10帖のデッキのジャグジーからは
海を眺めたり、星を眺めたり。
自転車・ＢＢＱ設備も無料でご利用いただけます。

■営業期間
チェックイン：15時
チェックアウト：翌日10時

■所在地
〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見37-1



料金プランについて

■施設ご利用料金（税込）清掃料・電気水道代なども含む

休日・特日（金・土・日曜・祝日・祝前日・特日）
1〜5名様まで：70,000円
6〜10名様まで：80,000円
※特日はホームページをご確認ください

上記以外の平日（月〜木曜）
1〜5名様まで：40,000円
6〜10名様まで：50,000円

■小学生以下は完全無料になります。人数に含みません。
※大人4名と子供（小学生以下）6名の10名でご利用の場合は
4名の料金帯になります。

■連日利用割引は追ってメールでご対応させて頂きます。
3泊以上：10%OFF／7泊以上30%OFF

■代金の支払い時期および方法
お支払いのご案内から72時間以内のご決済で、予約が確定します。
※ご予約時人数未確定の場合、ご利用の5日前までに確定頂き差額の精算
をさせて頂きます。
■商品の受け渡し時期および方法
予約確定後、当日のチェックイン方法など、メールにてご案内させて頂
きます。
■返品の取り扱い条件、解約条件
予約確定後は、理由を問わずキャンセル料が全額発生。（100%）
レンタルサービスなので、返品返金などの対応はございません。
■利用代金以外に必要な費用
銀行振り込みの場合の振込手数料



施設周辺MAP

★



～イケてるゲスト様が大事にしている１０の約束～

１：当施設は施設内の建物・庭 付帯設備の一式を
19時間単位（15時～翌10時）レンタルさせて頂いてます。

２：ホテル・旅館などのサービス提供事業ではないため、
ご来場いただいた状態でご退室をお願いいたしております。

３：ゴミはすべて分別して玄関横の収集箱に捨ててください。

４：ワンちゃんなどペットは、当施設ではお受けできません。

５：室内のイスなど家具をデッキや外に出さないでください。
BBQグッズが“トランクルーム１”にありますので、
そちらを屋外でご利用ください。

６：近隣の迷惑になってしまいますので、20時（午後8時）以降
デッキや近隣屋外・窓を開けてのパーティー等は
ご遠慮ください。

７：建物内は禁煙です。ポイ捨ても厳禁です。また、吸殻は
消火を確認し所定の屋外（玄関横とデッキ）灰皿へ。

８：近隣情報はgoogleで検索。 スーパー：せんどう 一宮
スパ施設：太陽の里 新鮮な魚介類：魚平 一宮

９：オシャレなインテリアやリモコンなどを
壊したり、持って帰ったりしないでください！

10：以上のことをお守り頂けない場合は、利用停止や弁償などが
発生してしまいます。
気持ちよくご利用頂けますようよろしくお願い致します。



施設利用上の
注意事項

必ずご確認ください。

ホテル・旅館などのサービス提供事
業ではないため、
ご来場いただいた状態でご退室を
お願いいたしております。

ゴミはすべて分別して玄関横の
収集箱に捨ててください。



ゴミの分別にご協力ください

※この地域では月に１度しか回収がないため、
ゴミの分別にご協力をよろしくお願い致します。

以下、５種類に分別をお願い致します。
分別後は建物裏にゴミ収集箱がございますので、

そちらにそれぞれ捨ててください。

※金属・ガラスなどは袋に入れて
玄関においておいてください。

※生ゴミはキッチンの生ゴミ用の
BOS袋に入れてから捨ててください。



チェックイン・アウト

◆チェックアウト時
元の場所に各鍵を返却してください。
チェックアウトシートの項目を確認し、
チェックアウトシート写真をご送付ください。

◆チェックイン時
予約情報がご宿泊者名簿となりオンライ
ンで事前チェックインとなります。

鍵に必要な暗証番号は
ご登録メールアドレスにご利用日の前日
15時〜16時にお送りします。

◆ご滞在中はカードキーをご利用くださ
い。玄関はオートロックになりますので、
お気をつけください。



チェックアウト時のお願い

①以下項目をご確認のうえ、☑を頂きまして
②この紙の写真を撮影・管理人へ送信頂き

③チェックアウト完了となります。

□お忘れ物はございませんか。（財布・充電器など）

□家具家電食器等は元の位置にお戻し頂きましたか。

□電気/ファン/エアコン/ガスのスイッチは切りましたか。

□ゴミは外の収集箱に分別して入れて頂けましたか。

□チェックアウトの10時には清掃スタッフが来館しますの
で、予めご了承ください。

■破損物（グラス等含め）ある場合はこちらにご記入下さい。
⇒

【 月 日チェックアウト 代表者氏名： 】

見

本



チェックアウト用紙写真の送信先
◆ LINE＠（ID：@toramii）で検索

もしくは友達追加・QRコードよりトークで送信

◆facebook：
Toramii（シーバイ東浪見）で検索
からダイレクトメッセージで送信

◆instagram （ID：O_T_TORAMII）で検索
からダイレクトメッセージで送信

◆携帯ショートメール：090-????-????

見

本



◆スリッパ・各種鍵・傘立て

玄関

◆各種鍵

◆BBQトランクルーム・自転車
ご利用の際は、玄関棚にある
カード鍵などをご利用ください。

◆滞在中
おでかけの際など玄関扉にある
キーボックス内のカード鍵をご利用ください。
玄関はオートロックなのでご注意ください。



◆２段＋１段ベッド
設置場所：寝室
数量：６台（２台×３段（２＋１段）ベッド）
※3段目はお子様などの利用が推奨です。

ベッド

◆ベッド用マットレス
設置場所：寝室／ロフト
数量：寝室６台／ロフト４台

⇒



収納場所：寝室／ロフト
数量：寝室８台／ロフト４台

布団（ベッド用・そのままご利用
計１２セットございます）

枕・敷き布団・掛け布団
各シーツ・カバーが寝室にございます。

ご自身で必ずセット頂きまして、
ご利用ください。

※タオルケットや毛布は管理上、
お持ち寄りいただいております。

ご利用後のシーツ・カバー類は
洗面所カゴに入れてください。



ペット

申し訳ございません。
当施設はペット全面NGとなっており
ます。

Ocean’s Terrace TORAMIIでは条件
付きでペットもご利用いただけます。



お風呂

使い方はご家庭と一緒です。

シャンプー・トリートメント
ボディソープはございます。

タオル/バスタオルはご持参ください

※お忘れの場合、
ローソン・ファミリーマートが

最寄りの入手場所です。
※コンビニ場所詳細は

googleMAPで検索



洗面所

歯ブラシやメドライヤーは
洗面所の引出しに入ってますので

ご利用ください。

※付属の歯磨き粉の味はビミョーです。

※水着を洗濯する場合は
砂を落としてから

洗濯機に入れてください。



星空ジャグジー

※お湯を出すには、キッチンにあるガスの電源
入れて下さい。

※自然豊かな地域ですので、虫さんがお風呂に
入っていたら逃がしてあげてください。

ジェット噴流

蛇口シャワー
切り替え
水・湯



バーベキュー

◆調理器具
weber E-215 ガスグリル
※バルコニーでご利用ください。
トング、ビッグフォーク・BBQ串などは用意ございます。

◆お客様でご用意していただくもの
バーベキューに必要な食材・飲料
焼きそばなどプレート系の調理をする場合
大きいアルミトレーなどをご用意ください。



◆着火方法
①一番左の点火ボタンを押しながら
②各ガスのつまみを押し込んで左回し

バーベキュー

① ② ③ ④

◆使用後の清掃を必ず行ってください。
①網の洗浄（備え付けの金属製のタワシ）
②全体的な拭き清掃（備え付けの布巾）（燃えるゴミへ）
③扉の中の銀トレーの廃棄（この地域では燃えるゴミへ）
④元々かかっていたカバーをかけて清掃完了です。

◆調理方法

※ガスが漏れていないかの常時確認



キッチン

IH調理器具、食器などが
ご利用いただけます。
※使用後は清掃し、

元の位置に戻して下さい。
・調理器具（基本的なものはございます）
置いてあるもの：IHコンロ・オーブンレンジ・炊飯器・冷蔵庫
コーヒーメーカー（ネスカフェドルチェグストのカプセルのご用意が必
要です）
包丁・まな板・フライパン・鍋・ボール・ザル・おろし器具・フライ返
し・おたま・しゃもじ・菜箸・キッチンバサミ・栓抜き・缶切り・ワイ
ンオープナー・マグカップ・グラス・ワイングラス・皿類・タッパー・
カトラリー類一式（箸やスプーン等）・キッチンクロス・ふきん類



タバコ

建物内は禁煙です。
ポイ捨ても厳禁です。

玄関外・バルコニーの
灰皿周辺でお願いします。



生ビールサーバーのご利用について

予約時に有料オプションとして、
生ビール樽をご注文頂くことで、

滞在中、生ビールをお楽しみいただけます。
◆ご利用の流れ
①予約フォームでご選択ください。

※予約後の商品の変更・キャンセルはできません。
②チェックイン日15時前を目安に
酒屋さんが玄関外の箱に配達してくれます。

③生ビールをお楽しみいただけます。
④使用後洗浄にご協力よろしくお願い致します。
※サーバー横にご利用マニュアルは備付ございます。
⑤代金はチェックアウトシートと一緒に現金にて置いてく
ださい。※ご利用済の樽は玄関外の箱に入れてください。

◆商品 ※税込価格
Ａ：アサヒスーパードライ 10リットル樽：5800円
Ｂ：アサヒプレミアム 熟撰 5リットル樽：3300円

ＢＡ



遊び道具

使用料はすべて無料です。

使用後は清掃し、
元の位置に戻して下さい。



ガーデンチェア（大）：５脚
ガーデンチェア（中）：５脚
自転車：４台
スケボ：１枚
パラソル：２本
パラソル台：２台

トランクルーム１

レジャーマット：４枚
ヨガマット：４枚
BBQテーブル（大）：２台
移動式ワゴン：１台
ハンモック（自立式）：１台
タープ（3m×3m）：１台
赤いBBQカゴ：２台

トランクルームの鍵は玄関にございます。



大型テレビ（4K 60inch）
プロジェクター

HDMI端子でお好きな機器を接続し、
投影可能です。（パソコンなども）



収納場所：プロジェクターそばラック

ブルーレイ・ＤＶＤ
switch・トランプ・ＵＮＯなど

各ジャンルございますので、ご利用ください。
ＴＶもご覧いただけます。
switchソフトを持ちこんでもＯＫです。
マリオカートとマリオパーティーはあります。



掃除道具

洗面所に
各種掃除用具がございます。

ご利用ください。

お越しいただいた時よりも
キレイにしていただけると助かります。



TORAMII Wi-Fi

パスワードは館内で
ご確認ください。



近隣スポット情報
（googleで検索）

l スーパーマーケット：せんどう 一宮
l コンビニ（最寄）：ローソン
※BBQ用の炭も売ってます。

l 薪や炭・着火剤：コメリ いすみ店
l スパ施設：太陽の里
l 新鮮な魚介類：魚平 一宮
l ランチ：東浪見 ランチ
※おすすめ。クローバー・emi

l 他○○：○○＋一宮（or東浪見）で検索！



駐車場

※６台目以降、
事前にご相談ください。



施設に関する注意事項

・当施設は一軒家タイプのバケーションレンタルになります。
・食材、調味料等の ストックは一切ございませんのであらかじめご了承
ください。食料、お飲物等の持ち込みは可能です。
・施設建物内は全室禁煙です。
・施設敷地内での花火、たき火、お客様の火気類（ＢＢＱコンロ、七輪、
ランタン等）の持ち込みは禁止です。
・蚊取り線香は使用できません。
・２０時（午後８時）以降の屋外での飲食・会話等はご遠慮ください。
・近隣のお店、居住者さんへ迷惑を掛けないでください。
・施設内、芝生庭内でのボール遊び（サッカー、バスケットボール、ゴ
ルフのアプローチ等など）はご遠慮ください。
・大音量での音楽鑑賞、地域住民への迷惑行為はしないでください。
・当施設への自動車での出入りには近隣住人の方の交通もあるため十分
にお気を付け下さい。
・ご利用者以外の出入りを固く禁じます。
・未成年者のみの当宿泊施設の利用を固くお断りします。
・当施設及び敷地に損害があった場合は、お客様の故意、過失にかかわ
らずその損害を保証していただきます。
・ご利用代金には光熱費用（電気、ガス、水道）は含まれていますが、
社会通念上常識を超えた過度の使用があった場合は別途請求させていた
だきます。
・当施設内での事故、病気、けが、盗難、紛失等が発生しても一切の責
任は、負いかねます。
・貴重品の管理におかれましてもお客様の責任のもと管理を徹底してく
ださい。 一切の責任を負いかねます。
・ここの地域一帯は、大変自然環境豊かな場所であり、それと同時に自
然植物および生物もたいへん多くおります。そのことを踏まえ行動して
いただければと思います。
・公序良俗に反する行為は固くお断りします。

・お客様の違反行為が発覚した場合、利用を停止させていただくと共に、
利用料の返金はいたしません。また今後の当施設のご利用をお断りさせ
ていただ場合もございます。



１日１組限定貸別荘の設備故障等に伴う
免責事項

・災害などに伴い下記が故障し、修復がご利用時までに間に合わ
なかった場合の保証内容になります。

＜当方負担や返金が発生するケース＞

・津波、震災に伴う宿泊不可能と当方が判断した場合
後日全額返金※振込み手数料：当方TORAMIIにて負担

・お風呂の故障（お湯がでないなど）：
近隣温浴施設（太陽の里）の入館利用料を人数分
当方TORAMIIにて負担。※一時立替をお願いしております。

＜当方負担や返金が発生しないケース＞
・庭／屋外設備の故障・不良時
（BBQ関連の故障、ジャグジー、屋外シャワー）

故障が発生しないよう常にメンテナンスを行っておりますが、
万が一天災などで故障の際は上記事前ご了承をよろしくお願い致
します。



その他
困ったときは

Ｑ：ブレーカーが落ちた
Ａ：洗面所にブレーカーがございます。

Ｑ：病気・怪我をした
Ａ：藤島クリニック

いちのみやクリニックなど
もしくは１１９番

Ｑ：食器家具などを破損してしまった
Ａ：チェックアウト時にスタッフまで

必ずご連絡ください。

緊急避難場所：緊急避難マップを事前にご確認ください。

〒299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見37-1

Sea by TORAMII
（シーバイトラミ）

０５０−３３９５−７３７３



お帰りの際に

財布・携帯・充電器
お忘れ物はございませんか。

電気・ガスは消しましたか。

ゴミは分別し、捨てて頂けましたか。

チェックアウトシートをお送り頂けましたか。

またのご利用をお待ちしております♪



follow me!

各アカウント入れる

〒299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見37-1

Sea by TORAMII
（シーバイトラミ）


