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施設利用ガイド



WEB版 施設利用ガイド

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



Six on the Beach TORAMII -Enoshima-

神奈川県 湘南エリア
バケーションレンタルハウス
【 Six on the Beach TORAMII 】
（シックスオンザビーチトラミ）

バケーションレンタルになりますので、
敷地内の建物・庭 付帯設備の一式をお貸出しさせて頂い
ております。
家具食器などご来場いただいた状態にお戻しいただき、ご
退室をお願いいたしております。

カリフォルニアの誰か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。
テラスにつながるキッチンに室内・屋外それぞれにダイニ
ング。4ベッドルームで使い勝手も良い造りです。
ウッドデッキに100平米の庭。ＢＢＱ設備や
露天ジャグジー、サウナも追加料金なくご利用いただけま
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
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-24



料金プランについて
■施設ご利用料金（税込)(清掃料・電気水道代など含む)
※2022年度 ご利用料金設定

特日・休日（土・日曜・祝日・祝前日・特日）
※2022年度の特日
（夏休み・お盆：7/1～8/31、 年末年始：12/21～1/5）
5〜12名様まで：99,000円(基本料金)
1〜4名様まで：88,000円(少人数割引料金)

平日割引（月〜金曜）
5〜12名様まで：55,000円（平日割引料金)
1〜4名様まで：44,000円（平日＆少人数割引料金)

■小学生以下は完全無料になります。
料金帯の上記人数に含みません。
宿泊者(12名まで)の人数には目安として含んでください。

■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 ／ 6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。
■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



施設レイアウト

1F

2F

唐揚げとビール
“TORICO”



～イケてるゲスト様が大事にしている１０の約束～

１：当施設はバケーション（敷地内の建物・庭 付帯設備の
一式）を19時間（15時～翌10時）レンタルさせて頂いてます。

２：家具・食器など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から捨ててください。

４：ワンちゃんが、遊べるのは庭とウッドデッキのみです。
夜間などゲージに入る場合のみ玄関土足リビングもＯＫです。

５：室内のイスなどをウッドデッキや芝生に出さないでください。
外用グッズが庭物置にありますので、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、21時（午後9時）以降
屋外での大声、大音量で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。
吸殻は消火を確認しテラスの灰皿へ。

８：近隣情報はgoogleで検索。 スーパー：やまか
スパ施設：江の島アイランドスパ
コンビニ各方面徒歩３分以内（ローソン/セブン/ファミマ）

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。

家具・食器など
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まとめてから
テラスデッキのシンク横にある
赤い大きなゴミ箱に捨ててください。



オンラインチェックインと
鍵の付与

◆チェックアウト時
①紙のチェックアウトシートを記入し送信
②退室完了したら を押して施錠

◆チェックイン時
予約者様ご本人確認に関して
前日15〜16時に予約システム（Coubic）
から詳細メールをお送りするので
ご確認ください



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。
□ゴミは分別しテラスの赤いゴミ箱に入れて頂けましたか。
□日除けオーニング・テラス勝手口を閉めて頂けましたか。
□チェックアウトの10時を過ぎると清掃スタッフが来館し
ますので、予めご了承ください。※レイトアウトの場合その時刻

◆破損物、追加希望設備・備品設置のご提案などありまし
たらこちらにご記入ください。
・

【 月 日チェックアウト 代表者ご署名： 】

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

◆instagram （ID：vacation_rental_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：************

見

本



ゴミの分別にご協力ください

※生ゴミは一度BOS生ゴミ袋（キッチン下収納にあり）に
入れてから燃えるゴミと一緒に捨ててください。

以下、５種類に分別をお願い致します。
分別後は

テラスに赤い大きなゴミ収集箱がございますので
そちらにそれぞれ縛った状態で捨ててください。

※割れ物など不燃物は
わかるようにし

キッチンに置いてください



◆２階に全４寝室ございます。
①布団・ベッドは人数などに応じて
ご自由に動かしてご利用ください

②シーツは必ず着用してください
③ご利用後は
・移動した掛け布団・敷き布団・枕・ベッド
→元の部屋に戻してください
・使用したシーツ類
→剥がして１階洗濯機横のカゴに入れてください

ベッドルーム

↑２０４ ↓２０２ ↑２０１ ↓２０３



サーキュレーター
加湿除湿空気清浄機
エアコンは全部屋完備

２０１ （8.0畳）
キッズマットあり
テレビ(40inch)あり

２０２ （8.0畳）
バルコニーあり

２０３ （8.7畳）
テレビ(50inch)あり
ベッド２台あり

２０４ （8.4畳）
バルコニーあり
ベッド２台あり

ベッドルーム



クローゼット
布団（ベッド用・そのままご利用

各部屋に3〜4セット
合計12セットございます）

枕・敷き布団・掛け布団
各シーツカバーがございます。

ご自身で必ずセットして頂きご利用ください。

敷き布団・掛け布団・枕
クローゼットに戻さず部屋に畳んでおいてください。

シーツカバー
使用後は剥がし１階洗濯機横のカゴに入れてください。



ペット

ワンちゃんが、遊べるのは
庭とウッドデッキ、１階のみです。
※２階はＮＧ

デッキや芝生でマーキングをした際
は水で流してください。

施設にゲージはございません。



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、
ローソンセブンファミマの順に

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

洗面台 ２台
ドライヤー 1台

歯ブラシ

※浴室の換気扇は止めず、
常時付けておいてください



ランドリー

※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

※洗濯機をご使用になられた場合、
糸くずなどを捨ててください

※使用済みのシーツカバーはこちらの
カゴに入れてください



キッチン

IHコンロ、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。



キッチン

調理器具（基本的なものはございます）

・IHコンロ・オーブンレンジ・炊飯器・ブレンダー・ケトル・冷蔵庫・
冷凍庫 ※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自身での用意が必要です

・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・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・ぞうきん・キッチンペーパー・ティッシュ

・調味料：衛生管理上置いてません。必要な調味料をお持込みください



ホットプレート
２種類のホットプレート

・キッチン上部の収納棚にございます。



タバコ

建物内は禁煙です。
アイコスなど電子タバコはOKです。
とはいえ臭いので同行者同意のもと

換気も行ってください。

紙タバコを室内で喫煙された場合は
館内清掃料金として4万円〜20万円
（クリーニング実費＋手数料）を
請求させていただいております。

ポイ捨ても厳禁です。
テラスの灰皿周辺でお願いします。



テラスエリア

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。

温水ジャグジー
サウナ

Weber BBQグリル
エコスマートファイヤー

などがご利用いただけます。



アウトドアグッズ（庭の物置）

メッシュカゴ
→薪を運ぶとき用のカゴ

BBQアミ（使用後は不燃ゴミ・洗浄不要）
→備え付けの太い網の上に敷いて

ご利用いただけます

ヨガマット＊4枚
→庭でも室内でも、ビーチでも。
お好きな場所でご活用ください

ハンモック
→ゆっくり乗ってください。
勢いよく乗る・激しく揺らすと落ちます

・使用後は汚れを拭いて、元の場所に戻してください。

サウナグッズ
→ととのうためのモノ
詳細はサウナページを
ご確認ください



星空ジャグジー

※水着をご持参・ご着用ください

※ジャグジー用の清掃ブラシがデッキ流し台あ
たりにございます。ご利用ください。

※お湯を出すには、ガスの電源入れて下さい。
（ガス電源：キッチンとお風呂にあります）

※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
水・湯
切り替え



サウナ

必要な道具は全て庭の物置に入っております
①薪を10〜15本テントに運び込む
②ストーブにまず着火剤１つ、薪４、５本入れ
てチャッカマンで着火剤に火をつける
③薪が燃えたら足していく
④30〜40分でテント内の
温度が80〜90℃に仕上がります
⑤石に少量の水をかけることで
湿度が増しタカマリます。

※どのタイミングにおいてもヤケドにご注意ください。

https://saunacamp.net/how-to/

https://saunacamp.net/how-to/


エコスマートファイヤー
<火の中にモノ(薪など)を入れないでください>

https://youtu.be/foCdbCkxL1Q

必要な道具は全てデッキシンク下に入っております
危険が伴うのでよく読んでからご使用ください

①給油用タンクに燃料を補充
②延長ホース＆ノズルを取り付け点火ゾーン
（燃えてるところ）に緑のボタンを押して充填
★お客様は以下③からお願いいたします

③ライティングロッドの先端を点火ゾーンの燃
料に浸し、チャッカマンで着火
④火のついたロッドを点火ゾーンに差し込み②
で注いだ燃料に着火
⑤＜消火＞フタを完全に閉めることで消火

https://youtu.be/foCdbCkxL1Q


オーニング
（日除け）

テラスのダイニングを
完全に覆うことが可能です。
雨のときにも使用できますが、
風が強い時はフレームが曲がり落下する
恐れがあるため絶対に使用しないでくだ
さい。

操作リモコンはテラス
出入り口にございます



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(移動しないで)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（キッチンの雑巾）（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



プロジェクター関連

テレビ：民放などご覧いただけます
DVD/Bluerayプレーヤー：ディスクは持ち込み
Switch：ソフトを持ちこんでもＯＫです。
ダウンロード済みソフト
スマブラ・マリオパーティー・マリオカート



掃除道具

1階階段下付近に
各種掃除用具がございます。

ご利用中に散らかってしまった場合な
どご自由にご利用ください。

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

・SSID
TORAMII-ENOSHIMA

・Pass
toramii3



https://goo.gl/maps/PfPv7t2SAz5wkedp9

アクセス
施設周辺MAP

①片瀬江ノ島駅（小田急）：徒歩3分
②江ノ島駅(江ノ島電鉄)：徒歩4分
③湘南江の島駅（モノレール）：徒歩5分

https://goo.gl/maps/PfPv7t2SAz5wkedp9


近隣駐車場

当施設敷地内・提携など
宿泊者様用の駐車場がございません。

お車でお越しの際は
近隣のコインパーキングを

ご利用ください。
※夏は混雑します



近隣駐車場
◆予約可能駐車場紹介サービス系
・akippa
https://www.akippa.com/kanto/kanagawa/enoshima

・タイムズB
https://btimes.jp/kanagawa/spot/2084/

・特P
https://media.toku-p.earth-car.com/place/%E6%B1%9F%E3%83%8E%E5%B3%B6/

・NAVITIME（上記サービスなどのまとめサイト）
https://www.navitime.co.jp/parking/around/?node=00008146&category=0805002

◆予約制ではないが収容台数が多く回転もある
・なぎさパークのP6 片瀬海岸地下駐車場
https://www.s-n-p.jp/parking/p6katase/

◆TORAMIIまで徒歩1〜2分ですが、海も近いので人気かつ予約は
できなく収容台数も少なめで当日勝負の駐車場
・片瀬東浜駐車場
https://www.fujisawa-kanko.jp/access/katase-higashihama-parking.html

以下WebサイトなしなのでgoogleMAPにて検索ください
・福屋パーキング
・セントラルモータープール
・グリーンパーク片瀬江ノ島

https://www.akippa.com/kanto/kanagawa/enoshima
https://btimes.jp/kanagawa/spot/2084/
https://media.toku-p.earth-car.com/place/%E6%B1%9F%E3%83%8E%E5%B3%B6/
https://www.navitime.co.jp/parking/around/?node=00008146&category=0805002
https://www.s-n-p.jp/parking/p6katase/
https://www.fujisawa-kanko.jp/access/katase-higashihama-parking.html


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。
・２１時（午後９時）以降の屋外デッキ芝生庭での騒音を伴う飲食、会
話等はご遠慮ください。
・芝生を傷めるような行為をしないで下さい。
・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。

・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。



ペットご同伴に関する注意事項

•ご同伴されるワンちゃんは、飼い主様の責任と管理のもとで行動を共に
して下さい。 万一お連れしたワンちゃんの原因による事故、近隣住民
の方への損害が発生した場合は、私共は一切の責任を負いかねます。
•ご同伴のワンちゃんの滞在中の怪我、逃走、死亡事故等が発生しても私
共は一切の責任を負いかねます。

•ワンちゃんは、ご持参のゲージ内におさまる大きさに限ります。
•ワンちゃんは、玄関コンクリートタイル、ウッドデッキ、庭、が滞在可
能範囲になります。
•生理中、近々に生理になるおそれのあるワンちゃんは、マナーパンツを
履くなどの適切なご配慮をお願いします。

•狂犬病等予防接種を確実に済ませて下さい。
•闘犬、狩猟等を目的としたワンちゃんは宿泊できません。
•皮膚疾患その他疾病に伝染しているワンちゃんは宿泊できません。
•飼い主様の言いつけを守れず制止のきかないワンちゃんは宿泊できませ
ん。

•デッキ、芝生でマーキングした場合はすぐに水で流してください。
•芝生庭内ではご自由に遊ぶことができます。ただし、飼い主様の監督下
にないワンちゃんの一人遊び、お留守番は絶対におやめください。
•ゲージ内でのお留守番も室内外ともに絶対におやめください。
•万一ワンちゃんに粗相があった場合は、早急な飼い主様の対応をお願い
します。またチェックアウトの際には必ずその事実を私共にご報告願い
ます。

•施設ご滞在中にトリミング行為をしないで下さい。
•芝生庭にウンチの放置がないよう確認の徹底をお願いします。
•万一ワンちゃんによる損害（庭、外壁、室内壁、壁へのひっかき傷、ソ
ファーの汚れ、その他）が生じた場合は実費を請求させていただきます。

・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棟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・台風など警報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（江の島アイランドスパ）の利用料を人数分
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＞

・トイレの連続利用や、備え付け紙以外使用での使用不可になっ
てしまった場合
（恐れ入りますがコンビニなどのトイレをご利用ください）

・庭／屋外など付帯設備の故障・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：1Fバスルーム手前の洗濯機上にございます

Ｑ：病気・怪我をした
Ａ：湘南斉藤クリニック 0466-22-4114

https://goo.gl/maps/w76z5jt7RFkkZscW6
藤沢脳神経外科病院 0466-27-1511
https://goo.gl/maps/uy2FdqBZp7Nf5oaC6
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。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bousai/bosai/bo
sai/hazardmap/tsunami/documents/katase_low.pdf

https://goo.gl/maps/w76z5jt7RFkkZscW6
https://goo.gl/maps/uy2FdqBZp7Nf5oaC6
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bousai/bosai/bosai/hazardmap/tsunami/documents/katase_low.pdf


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。

玄関を出たら ２回押して施錠してください

またのご利用をお待ちしております♪



〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-24

Six on the Beach TORAMII -Enoshima-

（シックスオンザビーチトラミ 江の島）


