ルスツリゾート施設概要

修学旅行宿泊利用時のご案内(通年）

〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川13
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ウエスティンルスツリゾート（旧タワーホテル） 代表TEL (0136)-46-2111 FAX （0136)-46-2225
http://www.rusutsu.co.jp
e-mail： info@rusutsu.co.jp
団体営業部 団体・教育旅行グループ 担当 阿多 英寿

ルスツリゾート施設案内
1部屋あたりノース＆サウスは33㎡・ウエスティンはメゾネットで70㎡以上と快適な宿泊施設をお約束いたします。
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サウスウイング
（全客室禁煙）
16室
178室
776名
男女それぞれ80名
14：00～25：00
6:00～9：00

ノースウイング
（全客室禁煙）
－
322室
1140名
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ウエスティン
（全客室禁煙）
－
231室
1056名
使用不可（各部屋利用）

○ジュース、アルコール（ストップ不可） ※たばこはございません
○公衆電話／サウスロビー1台、ウエスティンロビー1台
自動ロック（カードキー）
有り冬（8:00～17:00） 夏期（ベルスタッフで対応致します）
○消火設備（消火栓、消火器）
○警報設備（自動火災報知器、非常放送設備）
学校使用不可（非常時のみ対応）
各ロビー3基使用可（人数によって制限あり）
部屋まで土足
金庫設置有り（暗証番号４桁式）
有り（8:00～22:00）
ホテル前駐車場または誘導場所
各階２ヶ所以上客室扉内側に避難経路図あり
レストラン(バイキング)人数により会場決定
ノースウィングB1（グランドフロアー＝正面玄関フロアー）に有り／使用可
各部屋・シャワートイレ完備
無料
各部屋有り／（空の状態）
生徒用は無し
ホテル前
なし セブンイレブン（24時間営業）、セイコーマートのほか民宿、飲食店など数店舗あり
夜間の自社巡回警備あり
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留寿都（ルスツ）診療所・・・内科、小児科 月～金営業（土・日・祝は休診）
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都156-23（所要時間5分）
ＴＥＬ 0136-46-3774
喜茂別（キモベツ）町立クリニック・・・内科 月～金営業（土・日・祝は休診）※2013Ｈ25年4/8開院
〒044-0201 北海道虻田郡喜茂別町喜茂別13（所要時間15分）
ＴＥＬ 0136-33-2225
倶知安（クッチャン）厚生病院・・・内科、外科、眼科、産婦人科 (夜間～21:00・救急時)
〒044-0004 北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目（所要時間30分）
ＴＥＬ 0136-22-1141
洞爺（トウヤ）協会病院・・・内科、外科、整形外科 (夜間・救急時)
〒049-5605 北海道虻田郡洞爺湖町字高砂町126番地（所要時間45分）
ＴＥＬ 0142-74-2555
※保険証コピーでの診療を受けるためには、学校長名での申請が必要となります。
事前に学校単位での申請をお願い致します。
・医療機関等へのご移動はタクシーをご利用くださいませ。
倶知安保健所
〒044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目
ＴＥＬ 0136-23-1914
北海道札幌方面 倶知安警察署 留寿都警察官駐在所
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都５-1
ＴＥＬ 0136-46-3110
羊蹄山ろく消防組合 留寿都支署
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都226-7
ＴＥＬ 0136-46-3304

ルスツリゾートのご利用案内とお願い
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1．お部屋割について
①ノースウィング・サウスウィングの希望はお受けしておりません。
②同じフロアに一般のお客様がお泊りいただく場合がございます。
③人数の減員が生じた場合は､ご返室願います｡
④ドアステッカーの貼り出しは、お断りしております。
⑤先生は２名1室にてご提供させていただきます。（4月～11月のノース＆サウスはシングルのご相談を承ります。）
2．ルームのセッティングについて
＊生徒のお部屋
①ヘアドライヤーは各部屋に完備されております。
②スリッパ・歯ブラシ･バスタオル・フェイスタオル・ソープ・シャンプー・リンスは、ご用意しております。
※先生部屋との違いは1.バスルーム内の歯ブラシ以外の小物でシャワーキャップ、ひげそり、コットンセット、ヘアブラシ、ヘアバンドはありません。
2.バスルーム内のハンドタオル（小さいタオル）はありません。 3.浴衣はありません
※タオル類はバスタオル、フェイスタオル、バスマットのみ。

＊先生のお部屋
一般のお客様と同様のセットとなります。
※ハンドタオルはジュニアスィートのみ
3．お食事について
①基本的に夕食・朝食共にバイキング料理となります。（参考メニューをご参照下さい。）
②昼食は、全員同一のセットメニューとなります。（参考メニューをご参照下さい。）
③食事会場は人数によって他の学校や一般のお客様と一緒となることがございます。
※当日のバイキング料理に食物アレルギーの成分表示をしています（別紙○印の表をご参照くださいませ）
※当日の昼食料理には食物アレルギーの成分表示はしていませんので事前にご確認ください。（別紙○印の表をご参照くださいませ）

4．館内の施設利用について
①アリーナ、レクレーション、会議等の会場は、予めご予約手配願います。
仮おさえ､荒天時おさえについては､ご遠慮くださいませ。
②大浴場・プールの貸し切りは出来ません。ご利用の際には事前に必ず利用時間をお知らせください。
③ゲームコーナーや部屋風呂の利用規制はございません（利用可）。
④お食事会場へのスリッパでの利用はご遠慮願います。館内の移動はスリッパでも結構です。
⑤お部屋は全室オートロックなっております。（ログハウス・トラベルロッジ除く）
⑥鍵はウエスティンとN＆Sホテルはカードキー（１室１枚）となります。
⑦生徒部屋以外に先生用に部屋数分のスペアキーをご用意いたします。
6．貴重品の取り扱い
・Ｃ/ＩＮ前・Ｃ/ＯＵＴ後の貴重品は各自管理または、クラス別にまとめてフロントにてお預かり致します。
（出し入れは先生のみとさせていただきます。）
7．その他
①入退館など大勢の移動がある場合は非常階段のご利用をおすすめ致します。
②宅配業者は当ホテルとの契約業者をご利用いただくようお願い致します。
③スキーレンタル業者は当ホテル指定業者とさせていただきます。

8．宿泊館による条件の違い
他校
定員
電話
食事会場
クラス表示

ノース＆サウス
同宿有り
洋室4名・和室4名
内外線カット
最大520名まで1会場1回転可
クラス男女別

ウエスティン
1校1館
洋室4～7名
内外線カット不可
人員により複数会場で回転有り
クラス男女別

ルスツリゾートレクリエーション施設利用案内
沢山の施設をもつルスツリゾートであれば、修学旅行のスケジュールも沢山選択できます。
体験以外でも充実した時間を過ごすことが可能となります、ぜひ長期ご滞在を計画願います。
施設

場所

料金(税別）

キャンプファイヤー（夏期）

屋外

30,000

テニスコート（夏期）

屋外

宿泊無料

ルスツアリーナ

サウス

10,000/1H

備考
CDの利用が可
有線マイク×１本用意可
トーチを希望本数用意します
遊園地側に12面・タワーに3面あります。
テニス以外のご利用もご相談を承ります。
各種イベントが開催できる1800㎡の
大コンベンションホール
冷・暖房完備/音響設備あり
使用方法に関しては事前にご相談くださいませ。
※悪天候時押さえや荷物保管での押さえはご遠慮願います。
※床面が全面カーペット敷きの為スポーツなどには適しません。

宴会場

本館

10,000/1H

会議室
羊蹄の間

サウス
ノース

10,000/1H
10,000/1H

コンベンションホール

ノース

10,000/1H

セミナーホール
屋内造波プール

ノース
サウス

10,000/1H
宿泊無料

備品レンタル
プロジェクター
スクリーン１００インチ
カラオケ

単位
1台
1台
1台

料金
15,000
3,000
10,000

180畳スペース
ふすまを利用して約24畳の6分割にすることも可能。
内容によりクラスレクリエーション会場に利用可
1クラス・約40名が集合出来る広さが２会場ございます。
160畳（一般団体の宴会場となることが多いので要相談）
1クラス分の広さから全体集合が可能となる
広さの会場がございます。
※一般団体の宴会場となることが多いので要相談
1クラス分のスクールスタイルの視聴覚室です。
スリルのあるスライダーもあります。

2018.2.2更新

ルスツリゾート売店１０％割引券の概要について
この度はルスツリゾートホテルをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
皆様にはホテル施設内売店でご利用になれます１０％割引券を配布させて頂いております。
多くのご利用をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
代表的な売店のご紹介
●ノースウィング
カラフル
ビバーチェ
花まる
BURTON
PHOENIX
SALOMON
GOLDWIN
カサブランカ

：ルスツオリジナル商品
：スポーツ用品
：伝統的な和のお店※免税カウンター設置店
：スノーボード用品
：スキーウェア
：スキー用品
：アウトドア用品
：アルコール

●サウスウィング
ダニエルストリート
ホワイトクリスマス
プルミエネージュ

：菓子・雑貨
：クリスマス雑化
：ファンシー商品

●遊園地内
ルースムースの森ショップ ：グッズ・菓子
カントリー売店
：菓子・雑貨・ドリンク
●ウェステインルスツリゾート
ヘリンボーン・ノースフェイス
ウェルカム・ウインターテール

オーナーズ

：スポーツ用品
：免税カウンター・菓子・ベビーフード
：スポーツ用品

①商品をお買い求めの際に、レジ係員へ割引券をご提示お願い致します。
②割引券は提示により有効期限までの間、何度でもご利用頂けます。
③ご不明な点は売店スタッフにお問い合わせ下さい。
割引除外品
飲み物、酒類 、テレホンカード、切手､書籍、新聞、薬、宅配送料
電池類、セール品､白い恋人(石屋製菓商品)、じゃがポックル、ロイズ

