
当社では新しい生活様式に合わせ、
お客さまにシームレスな移動や暮らしを提供できるよう、
さまざまな施策に取り組んでいます。

Pick Up
1

SEIBU PRINCE CLUB
に入会

SEIBU PRINCE CLUBと
PASMOを紐付ける

乗車ポイントサービスの
キャンペーンにエントリー

乗車ポイントサービス

SEIBU PRINCE CLUB

設定の流れ
ポイントの貯め方＆使い方

ステップ2 ステップ3ステップ１

あなたの毎日に、もっと笑顔を、もっと感動を。 
SEIBU PRINCE CLUB

　PASMOとSEIBU PRINCE CLUBカードをリンク（紐付け登録）させると、
駅ナカ・コンビニ「トモニー」や自動販売機、西武スマイルパークなど、対象施
設でのPASMO利用でSEIBU Smile POINTが貯まるスマイルリンクサー
ビスがご利用いただけます。

　ホテルで、お買い物で、駅で、野球観戦で。SEIBU PRINCE CLUB
は、さまざまなシーンでグループの特典を利用できるほか、対象加盟
店でSEIBU Smile POINTを貯めたり、1ポイント＝1円で使えたりす
ることができます。公式アプリならクレジットカード決済もご利用で
き、クーポンやキャンペーンを始めとした、アプリならではのうれしい
特典もたくさんございます。さらに、当社発行の定期券を「SEIBU 
PRINCE CLUBカード セゾン」で購入するとSEIBU Smile POINTと
永久不滅ポイントがダブルで貯まります。

西武線沿線にはポイントが貯まる＆使える施設がたくさんあります！

レジャーで使う 日常で使う 商品交換 電車で使う

　本サービスは、西武グループ共通会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」に登録
（スマイルリンク）したPASMOを使い、特定の条件で西武線にご乗車いただくと
「SEIBU Smile POINT」が貯まる新たなポイントサービスです。

新しい生活様式や多様化する通勤スタイルを広くサポートするため、 
2022年7月11日からスタート！

平日朝、特に混雑する区間のピーク時間帯のご利用を前後にシフトするこ
とによる混雑緩和を目的に、PASMO定期券（通勤・大人）でのオフピーク
乗車を対象にポイント進呈するキャンペーン。

沿線の観光地やイベント等へおでかけの際に特定の条件の乗車でポイン
ト進呈するキャンペーン。おでかけ需要を想起するとともに、対象時間帯
を設定するなどで混雑緩和にもつながります。

ペペで食事オフピーク時間
に通勤

トモニーで
お買い物

グランエミオで
ショッピング

PET-SPAで
トリミング

食品売り場で
食材を購入して
ポイントGet！

ペットの
シャンプーカットで
ポイントGet！

オシャレなお店で
食事して

ポイントGet!

PASMOで
ドリンクなどを購入して
ポイントGet!

乗車ポイントサービス
「オフピークプラス」で
ポイントGet!

スマイルリンクした
PASMOを利用 ※スマイルリンクしたPASMOでの決済や、SEIBU PRINCE CLUB会員証（カード・アプリ）の提示が必要です。

「乗車ポイントサービス」
特設サイト

「SEIBU PRINCE CLUB」
Webサイトはこちら
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新たな時代に対応し、シームレスな移動・暮らしをご提供 Pick Up  1

運行情報をリアルタイムに通知！

「西武線アプリ」

　「手のひらステーション」というコンセ
プトから生まれた、公式スマートフォンア
プリ「西武線アプリ」を無料配信。電車や
西武バスの運行情報からイベント情報ま
でいろいろな情報をタイムリーにお届け
する便利なアプリです。

最寄駅を「マイ駅」に登録
「マイ駅」としてご自宅やお勤め先
の最寄駅などを登録可能です。
（最大10駅）

電車の発車案内
現在時刻の発車案内を表示してい
ます。車種も一目で分かります。
※一部路線や状況により車種が表示されな
い場合があります。

電車の走行位置を
リアルタイムでチェック
アイコン表示により全線の列車
走行位置を確認可能です。人気
のラッピング列車も簡単に見つ
かります。

運行情報をすぐお知らせ
プッシュ通知で運行情報をお知ら
せします。詳細を路線図方式で
ご覧いただけます。

バスの現在位置情報が分かる
西武バスの現在位置情報や混雑情報
を配信しています。

イベント情報やクーポンも配信
アプリを通じて各種イベントへの参加やクーポ
ンの取得ができます。

多言語対応
英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語に対応！

駅窓口に並ばず
ネットでどこでも購入

シートマップから
お好きな座席を選べる

チケットレスで
そのままご乗車！

チケットレスサービス「Smooz」

インターネットにアクセスできれ
ば、いつでもどこでも購入OK！

お手持ちのスマートフォン等で、ご
希望の列車のシートマップを見な
がらお好きな座席を選べます！

購入した「ネット購入券」で乗車。
駅の窓口や券売機で、特急券・指
定券に引き換える手間がないの
でスムーズに乗車できます！

2022年12月チケットレスサービス
「Smooz」がフルリニューアル予定！
さらに便利に、使いやすくなります。

　Webで会員登録を行い、登録したクレジットカードから
ポイントを積み立てして特急券・指定券を購入すると、駅窓
口や券売機で引き換えることなくチケットレスで乗車でき
るサービスです。当社で運行する全ての有料列車を
Smoozで取り扱っており、シートマップで座席が選べるな
ど、多くのお客さまからご好評をいただいています。現在、
約23万人のお客さまにご登録いただき、毎日の通勤や観
光等のおでかけ時にご利用いただいています。 

ネットで購入、チケットレスで乗車

機能のご紹介

列車位置情報画面

2022年2月より
「バスに乗る」タブを
増設してサービス充実！

次は
40000系

会員情報を
「SEIBU PRINCE CLUB」と統合！
Smoozで「SEIBU Smile POINT」が

貯まる・使える

西武線アプリで特急券・指定券が
スムーズに買える

決済がよりスムーズに

走行中の列車アイコンをタップす
ることで、アプリ内で特急券・指定
券の購入が可能になります。

積み立てたポイントで特
急券・指定券を購入する方
式から、購入時に決済する
方式に変更になります。

POINT-1 POINT-2 POINT-3
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