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チェックイン・チェックアウト

■チェックイン

事前チェックインURLで入力していただいた情報が、宿泊者名簿となり
ます。事前チェックイン情報は宿泊予約3日前までに入力をお済ませくだ
さい。

スマートキーの暗証番号は前日にご登録いただいたメールアドレスにお
送りします。

ご本人確認、宿泊者の出入り状況確認は、玄関入り口廊下のWEB防
犯カメラにて行っております。
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■チェックアウト

玄関横のフックにサーフボードストレージの鍵を返却し、玄関横のチェッ
クアウトシートの項目を記載してご退出下さい。

玄関ドアにある、スマート
キー端末を手のひら全体で
タッチ後、テンキーランプが
点灯したら暗証番号入力が
できるようになります。
暗証番号入力後、 「＊」を
タップして入力完了となり、
鍵が開きます。



チェックアウト時のお願い

下記項目をご確認の上、☑チェックを頂きまして、チェックアウト完了と
なります。

CHECK!

□お忘れ物はございませんか

□家具・家電・食器等は元の場所にお戻しいただきましたか

□電気・エアコン・ガス給湯器のスイッチは切りましたか

□サーフボードストレージの鍵はご返却頂けましたか

□寝室の戸締まりはして頂けましたか

□Airbnbから宿泊ご予約頂き、ビールサーバーご注文の方は、玄関横
棚のキャッシュトレイにお支払いお願い致します

□チェックアウトの10時には清掃スタッフが入室しますので、予めご了承
下さい

■破損物（グラス等含め）、ベッドシーツ・お布団の汚損がある場合はこち
らにご記入お願いします

⇨

⇨

【チェックアウト　　月　　日／代表者氏名：　　　　　　　　】
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　　 鍵①

■玄関鍵

メールでお送りした暗証番号をご利用下さい。玄関鍵はオートロックと
なっています。※一度、室外に出てから暗証番号を忘れてしまうと鍵が
開かなくなりますのでご注意ください。
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■サーフボードストレージ鍵

玄関横に鍵が置いてありますので、そちらをご利用ください。

　　 鍵②



タバコ

建物内は禁煙・電子タバコ禁煙（iQOS含む）です。

ポイ捨ても厳禁です。

庭、二階バルコニーの灰皿周辺でお願いします。
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NO SMOKING・NO VAPING

お庭のウッドデッキと二階バルコ
ニーに置いてあります



ゴミの分別方法 ゴミの分別にご協力お願いします。
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寝室のゴミ箱

リビングのゴミ箱

キッチンの燃えるゴミ箱

キッチンの燃えるゴミ箱

キッチンのペットボトルゴミ箱

キッチンのビン・缶ゴミ
箱

金属、ガラス、食器類の破損物な
どは袋に入れて、キッチンゴミ箱前
に置いてください



Wi-fi

Wi-fi飛んでいます。

88BR-1F、88BR-2Fから始まるネットワーク（複数あり）が同じパス
ワードで利用できます。

各お部屋にパスワードプレートが置いてあります。
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木製プレートにパスワード
記載あります

ネットワーク : 88br-2Fもしくは88br-1F
pass : 88brtorami



キッチン

※使用後は清掃し、元の場所にお戻しください。

■調理電化製品

食洗洗い乾燥機、 IHコンロ、魚焼きグリル、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）、ケトル

■調理器具

包丁、まな板、フライパン、ルクルーゼ鍋、ボール、ザル、フライ返し、おたま、しゃもじ、菜
箸、軽量スプーン、軽量カップ、キッチンバサミ、栓抜き・缶切り、ワインオープナー、キッチ
ンクロス、布巾、トング、ヘラ、ピーラー

■調理消耗品

キッチンペーパー、ラップ、アルミホイル

■食器類

お茶碗、マグカップ、グラス、ワイングラス、お皿類、カトラリー類（お箸、フォーク、スプーン
等）、ビアグラス、お汁椀、子供用食器類

■調味料（衛生上少しのみ）

塩、こしょう、砂糖、醤油、みりん、料理酒、サラダ油
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冷蔵庫
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ご注意ください

左半分：冷凍室
右半分：冷蔵室



ドラフトタワー（注ぎ口）の下扉を開
けて、ビール樽のセットを行いま
す。（下記参照）

※使用後は樽は接続したままにし
ておいてください。（スタッフが片付
け・ビールサーバー内の洗浄をし
ます。）

生ビールサーバーの利用方法について
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ネスカフェドルチェグスト
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BBQ①

■調理器具

weber社製ガスグリル、プロパンガス利用で炭不要です。
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ガスの元栓を開ける

閉まっている 開いている



■着火方法

１）TURN、左ノブを押しながら回す。

２）PRESS、点火ボタンを押す。左半分
のグリルが点火。
（※もし点火しない場合は1）のノブを回した後にＢＢＱグ
リル扉内にご用意のチャッカマンで点火可能です。右下
写真をご参考下さい）

３）TURN、右ノブを回し、右半分のグリル
を点火。

４）GRILL、十分に予熱したあと調理しま
す。
（予熱時間は20分程度もしくはグリル内
温度が250度になるまで）

BBQ②

グリル内温度計

使用後はガスの元栓をお閉めください。（ガス自動遮断機能が作動してしまいます。）

※コンロの消し忘れやお湯の止め忘れ等、長時間ガスを使用し続けた場合に、ガスを自動的に遮断します。ガス

の消費量によって遮断する時間は異なりますが、 コンロで約2～4時間、お湯で約30～60分が目安です。ガスが自

動的に遮断した場合、復帰作業が必要となる場合があります。ご了承くださいませ。

ガスの確認方法は次ページのご参照をお願い致します。

※点火しない場合
（チャッカマンはグリル下にあります）

網の下の△筒の下にガスバーナーがあり
ますので直接点火して下さい。）

※火が勢いよく出る場合がありますので
安全の為、網及び△筒設置のまま点火下
さい。



BBQ③

■お客様でご用意頂くもの

BBQに必要な食材・飲料。

トング、BBQ串、網はグリル扉内およびキッチンにご用意有り。
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■ご使用後の清掃方法

１）BBQ調理器具、食器等は洗って元の場
所へお戻しください

２）備え付けのブラシで網の洗浄をお願いし
ます

３）備え付けのクロスやアルミホイル等で全
体的な拭き掃除をお願いします

４）扉の中のトレー上に落ちたゴミを廃棄し
てください

５）BBQグリル、シンクキッチンにゴミの捨
て残しがないか確認してください

６）グリルカバーをかけてください

７）２）～４）はキッチンの燃えるゴミ箱へ捨
ててください

２

３

４

６
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ＢＢＱグリルが着火しない場合
着火しない場合はガスが自動遮断されている場合があります ので下記をご参照下さいま
せ。

ＢＢＱグリル横のガス栓（ＢＢＱ①参照）を必ず閉めて頂き、庭へ行く
途中にありますガスメーターのご確認をお願い致します。

もし上記の正常画面でなかった場合、ガスが止
まっている（自動遮断）可能性が高いので次ページ
の手順をご参照下さいませ。

次ページへ

←
エラー表示
内容

※↓駐車場向かって右側の庭へ行く通路の途中にあります



もし正常画面で無ければガスが止まっている可能性が高いので下記手順をご参照お
願い致します。
（実物と点滅する赤いランプやスイッチの場所が少々異なります。前ページ実物写真もご参考下さい。）

ガスが止まった時は次の手順で復帰させて下さい。

⑴初期動作
ガス栓が閉まっているかを確認し、ガスの使用
を中止して下さい。

⑵復帰操作
メーターの前面左側の復帰ボタン（黒い部分）を
押し、赤いランプの点灯を確認後指を離してくだ
さい。
（※メーターの場所は外の駐車場向かって右側の庭へいく通路の途
中にあります。前ページの写真もご参照下さい。）

⑶復帰動作中
約1～2分お待ちください。メーター前面の液晶
表示と赤いランプが点滅して配管の以上をチェッ
クします。

⑷復帰完了
点滅していた液晶表示と赤いランプの点滅が止
まったらガスが使用できます。（画像は復帰完了
後です）

←説明サイト

ＱＲコード



BBQ④

BBQ用のテーブル、チェア、パラソルをご用意しています。

ご利用後はテーブル、チェアは元の場所へ、パラソルは帆を畳んでくだ
さい。
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※強風時は危険なので、使用しないでください！！



パーゴラシェードの使い方
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パーゴラシェードの紐を引っ
張って固定することで日除けと
してご利用頂けます。

紐は真っ直ぐゆっくり引っ張っ
てください。（※斜めに引っ張ると

紐接続している部分がずれてしまい
ます。）

収納する時は紐をすぐに離さ
ないで紐を持ちながらゆっくり
と戻してください。（※紐をすぐに

離すと勢いよく収納されてしまい、破
損の原因になります。）

パーゴラシェードの先端部分を
90度山折りにしてパーゴラ側
の金具に引っ掛けるように固
定して完了です。

※強風時は危険なので、使用し
ないでください！！



ジャグジーの使い方
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ガス給湯スイッチはキッチンの
スイッチと共通です。
180x180x80hのゆったりサ
イズです。

排水栓は軽く押しただけで
開くので、入浴時お気をつ
けください



ジャグジー各ハンドル・ボタン操作内容



ジャグジーお湯の出し方



ガス給湯器スイッチ

■お風呂のスイッチ

各部屋の洗面所スイッチ横にあります。

■キッチンのスイッチ

キッチンの小窓横にあります。

■ジャグジーのスイッチ

キッチンのスイッチと共通です。

温度設定も共通です。
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■外シャワーのスイッチ

サーフボードストレージ内の右奥にスイッチがあります。



お風呂・アメニティ

■お風呂

使い方はご家庭と一緒です。各部屋にあります。ゆったり広めのお風呂
でおくつろぎください。
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■アメニティ

シャンプー、リンス、ボディソープ、ハンドソープ、バスタオル、フェイスタ
オル、バスマット、歯ブラシ、ボディスポンジ、ティッシュペーパー、トイ
レットペーパー、使い捨てスリッパ、ドライヤー



リビングのTVでNETFLIXを無料でお楽しみ頂けます。
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リモコンのNETFLIXボタンで簡単に繋がります。

受賞作品を含むNetflixオリジナル作品、映画、ドキュメン
タリー、TV番組等がたくさんありますので、お子様から大
人までお楽しみ頂けます。



床暖房

リビング、ダイニングの二箇所に床暖房設置しています。

リモコンはテレビ側の壁の左右にあります。
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冬もあったかリビングダイ
ビングをお楽しみください



お困りの時

■病気・お怪我をされた時

緊急時　→　119番

内科・消化器内科・小児科　→　藤島クリニック

整形外科　　　　　　　　　→　よねもと整形外科

動物病院　　　　　　　　　→　東浪見動物病院、小山動物病院

■新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

■食器家具などの破損、寝具の汚損

チェックアウト時にご報告ください。

■緊急トラブルコールセンター

※室内設備の使用方法、暗証番号忘れ、鍵紛失の問い合わせは対象外です。

TEL：　050-3310-1240

JAICキーコード：642-1488-0

物件名室号：88 Beach Resort Torami

■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7422-2 29

■ブレーカーが落ちた時

二階洗面所の内側、アーチ状壁上に

ブレーカーがあります。

千葉県発熱相談コールセンター　　　→　0570-200-139（24時間対応）

長生保健所（長生健康福祉センター）→　0475-22-5167　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（月～金　9:00～17:00　年末年始除く）



お気をつけてお帰りください！
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Follow me ♥


