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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



Ocean's Terrace 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
【Ocean's Terrace TORAMII】
（オーシャンズテラストラミ）

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。
オープンカウンターキッチンに47平米のリビング、
2ベッドルームと30平米のロフトもあり。
33平米のウッドデッキに100平米の庭。自転車・ＢＢＱ設
備や露天ジャグジー、テントも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7106-6



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
※2023年1月〜12月のご利用料金設定
平日（月〜木曜）
〜4名様まで：40,000円
〜9名様まで：45,000円
〜14名様まで：50,000円

休日（金・土・日曜・祝日・祝前日・特日）
〜4名様まで：60,000円
〜9名様まで：70,000円
〜14名様まで：80,000円

■小学生以下は完全無料になります。人数に含みません。
■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。
■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

ロフト

デッキ

サウナ



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：当施設は敷地内の建物・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裏庭の収集箱に捨ててください。

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スペースも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。
    BBQ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、20時（午後8時）以降
  屋外での飲食、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裏庭の収集箱
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 をゆっくり2回押して施錠

◆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、外の収集箱に入れて頂けましたか。

□雨戸シャター・各部屋扉・勝手口鍵を閉めて、最後に
リビングのルンバのCLEANボタンを押して頂けましたか。

□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。

【 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（オーシャンズテラス東浪見）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



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。



◆高級シモンズ製ベッド
設置場所：寝室
数量：４台（２台×２部屋）

ベッド

◆折り畳み式ベッド
設置場所：ロフト
数量：６台



収納場所：ロフト

布団（ベッド用・そのままご利用
計10セットございます）

枕・敷き布団・掛け布団
各カバーがございます。

ご自身で必ずセット頂きまして、
ご利用ください。



ペット

ワンちゃんが、遊べるのは
庭とウッドデッキのみです。
※室内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。

夜間などケージに入る場合のみ
玄関土足スペースもＯＫです。



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



サウナ
使い方は簡単です。

電気式なので、火起こし・薪などは不要です。

①リビングのテレビ横の基盤の主電源の
つまみを回しオンにしてください。

②３０分〜４０分ほどで、
８０〜９０度に上昇します。

電気式のため、ろうりゅう（石に水をかける）
はご遠慮ください。電子回路がショートした場
合、使用不可および弁償していただきます。



洗面所

歯ブラシやドライヤーは
下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、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

プッシュで
開栓閉栓

蛇口シャワー
切り替え
水・湯



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。
・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・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・
ティッシュ・キッチンペーパー

・調味料：衛生管理上基本的には置いてません
必要な調味料をお持ち込みください。



タバコ

建物内は禁煙です。
館内清掃料金として4万円〜20万円（実費）を

請求させていただいております。

ポイ捨ても厳禁です。
庭の灰皿周辺でお願いします。



ＢＢＱグッズ
薪(キャンプファイヤーされる場合)

食材・飲料は
ご自身でご用意ください

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。

※BBQ用の洗い場は外にあります。

※物置の鉄板ご利用の際は
使用後洗ってください



収納場所：庭の物置

ハンモック

ウッドデッキでも室内でも。
あんまり揺らすと気持ち悪くなるので、ご
注意ください。
デッキで使用後は汚れを拭いて、
元に戻してください。



収納場所：庭の物置

デッキ・外用テーブル／チェア



収納場所：庭の物置

ＢＢＱ用プレート・網
キャンプファイヤーグッズ

※レンガのコンロを
ご利用ください。

※ウッドデッキの上では使用しないでください。
※ウッドデッキの隙間に物を落とすと取れません。

ご注意ください。

※薪や炭（着火剤）、食材や飲み物は
ご自身でご用意ください。



2023年３月中旬（18日予定）以降
炭お持ち込みのBBQから
Weber ガスグリルに変更となります。
グリルエリアに屋根もつくので、雨天でも
バーベキューが可能になります。

※ガス缶などのお持ち込みは不要です。



バーベキュー

◆調理器具
weber Q3200 ガスグリル
※デッキ固定位置でご利用ください。
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
①一番右の点火ボタンを押しながら
②ガスのつまみを押し込んで回す

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



他ＢＢＱグッズ

↑室内にございます。

↑庭の物置にございます。



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。



収納場所：物置

サーフボード

※使用後は庭シャワーで海水を流してください。
※破損時は必ずご連絡をお願いいたします。



収納場所：玄関・土間

自転車

全３台



収納場所：ロフト

ヨガマット

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。
使用後は汚れを払って、
ロフトに戻してください。



収納場所：奥の寝室
テレビの下収納

ブルーレイ・ＤＶＤ
Switch・トランプなど

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。

※パーツがなくなると次のお客様が
遊べなくなってしまいますので、
遊んだら元の箱に戻してください。



収納場所：手前の寝室

スラムダンクや
るろうに剣心、NANA
少年アシベなど
人気のマンガが揃ってます。

マンガ



掃除道具

玄関土間（自転車置き場）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

ID 
TORAMII-FREE-WiFi

PASS
チェックイン前日メールに記載



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）：ファミリーマート
※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！

l 緑のファイルに各種パンフレットあり



駐車場

キレイに停めれば４台可能です。

公道にハミ出ないように
お願いします。

※５台目以降、
海側にコインパーキングもあり。

１〜３ ４



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。
・施設デッキエリアでの花火、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。
・手持ち花火・焚き火などはデッキ前のタイルエリアでご利用ください。
・２１時（午後９時）以降の屋外芝生庭での飲食、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。
・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。



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、駐車場が
滞在可能範囲になります。
•ワンちゃんは、玄関コンクリートタイル利用時はゲージに必ず入れてく
ださい。
•ワンちゃんのゲージは玄関人工芝もしくはウッドデッキに置いてくださ
い。
•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。  •マーキング癖のあるワンちゃんは利用できません。
•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。
•玄関コンクリートタイルでトリミング行為を絶対にしないで下さい。
•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
（恐れ入りますが非常用の庭物置裏のトイレをご利用ください）

・庭／屋外設備の故障・不良時
（BBQ関連の故障、サウナ、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：スタッフまでご連絡ください。

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７１０６−６

Ｏｃｅａｎ‘ｓ Ｔｅｒｒａｃｅ ＴＯＲＡＭＩＩ 
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７１０６−６

Ｏｃｅａｎ‘ｓ Ｔｅｒｒａｃｅ
ＴＯＲＡＭＩＩ 

（オーシャンズテラス東浪見）


