
 

 

News Release 
 

  

 

 西武線にご乗車で 「SEIBU Smile POINT」 が貯まる！ 

2022年 7月から 乗車ポイントサービス 開始！ 

事前登録キャンペーンを実施します 

 
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：喜多村 樹美男）は、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月より、乗車ポイントサービスを開始します。 
 

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」（※）が付与される新たなポ

イントサービスです。 
 

平日朝に特定の条件でピーク時間帯を避けて乗車すると 10 ポイントが貯まる「オフピークプラス」と、西武線

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で西武線に乗車するとポイントが付与される「おでかけ

プラス」の 2 種類を設定し、時差通勤の推進・混雑緩和や新しい生活スタイルに応じたおでかけのサポートを目指

します。 
 

また、乗車ポイントサービスの開始にあたり、2022年3月23日（水）より事前登録キャンペーンを実施し

ます。事前登録キャンペーンにご参加いただきました方全員に 100ポイントを進呈します。さらに、2022 年

7 月中に乗車ポイントサービスをご利用いただくと、抽選で 500 名さまに 1,000 ポイントを進呈します。 
 

詳細は別紙のとおりです。 

 

※西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」のポイント名称は、2022 年 3 月 23 日（水）より「プリン

スポイント」から「SEIBU Smile POINT」に変更しました。  

また、貯まったポイントを 1 ポイント 1 円としてご利用いただけるお会計時のポイント利用サービスおよび「SEIBU   

PRINCE CLUB アプリ」によるクレジットカード決済も、同日より開始します。 

2022 年 3 月 23 日 



【別紙】 

乗車ポイントサービスについて 

 

 

1．開始時期 2022 年 7 月 ※詳細な日程は、決定次第お知らせします。 

 

2.Web サイト 「乗車ポイントサービス」 特設サイト 
https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/?cid=onnewsrelease 

 

３．乗車ポイントサービス概要 

 SEIBU PRINCE CLUB にご入会後、PASMO をスマイルリンク登録をすることで、ご利用いただけま

す。 

なお、乗車ポイントサービスは SEIBU PRINCE CLUB マイページにて乗車ポイントキャンペーンへの

エントリーが必要となります。エントリーに関する情報は、2022 年 7 月以降、順次お知らせします。 

 

※乗車ポイントサービスは各キャンペーン毎に実施期間を設定します。 

   実施期間については、SEIBU PRINCE CLUB マイページの乗車ポイントキャンペーンページをご確認 

ください。 

 

 

 

■オフピークプラス （平日朝） 

 

 

平日の朝に PASMO 通勤定期券を使用し、乗車対象駅でポイント付与対象となる時間帯に入場して、  

池袋・高田馬場・西武新宿のいずれかの西武線の駅を１２時 00 分までに出場した場合に、「SEIBU Smile 

POINT」を 10ポイント付与します。 

 

対象定期券 ： 池袋・高田馬場・西武新宿のいずれかの西武線の駅を定期区間に含む 

PASMO 通勤定期券 

乗車対象駅 ： 池袋・高田馬場・西武新宿・小竹向原駅・多摩川線各駅を除く、西武線の各駅 

 

※ ポイント付与対象となる入場時間は、乗車駅ごとに異なります。 

おおむね池袋・高田馬場・西武新宿の各駅に 6 時 30 分～7 時 30 分、8 時 30 分～9 時 30 分の間 

に到着できる時間帯を対象とする予定です。詳しくは、後日「乗車ポイントサービス」特設サイト等でご 

案内します。 

※ 通学定期券、磁気定期券は対象外です。  

※ 入場・出場には、自動改札機をご利用ください。 

※ 出場駅は定期区間に含まれている必要があります。 

※ 対象の PASMO 通勤定期券で、定期区間外からの乗車でも、付与対象駅からの乗車であればポイント 

付与の対象となります。 

  ※ 同日に複数回のご利用をいただいた場合でも、1 日につき 10 ポイントの付与が上限です。 

 
※PASMO は株式会社パスモの登録商標です。 

 

 

 

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/?cid=onnewsrelease
https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/?cid=onnewsrelease


■おでかけプラス 

 

 
 

西武線沿線の観光地や開催イベント等へおでかけの際に、特定の条件で西武線に乗車すると「SEIBU 

Smile POINT」を付与します。 

具体的なキャンペーン内容については、決定次第「乗車ポイントサービス」特設サイト等でご案内します。 

 

 

４．事前登録キャンペーン 

 
乗車ポイントサービス開始に伴い、2022 年 3 月 23 日（水）より事前登録キャンペーンを実施します。 

キャンペーンにご参加いただいた方全員に「SEIBU Smile POINT」を 100 ポイント、抽選で 500 名様

に 1,000 ポイントをプレゼントします。 

 

（１）対象期間 2022 年 3 月 23 日（水）14:00～2022 年 6 月 30 日（木）23:59 

 

（２）参加方法 ①SEIBU PRINCE CLUB マイページにログイン後、スマイルリンクに登録 

②「乗車ポイントキャンペーンページ」のアンケートに回答 

 

（３）特典内容 【特典１】 全員に 100 ポイントをプレゼント 

【特典２】 抽選で 500 名様に 1,000 ポイントをプレゼント 

              ※【特典２】は 2022 年 7 月中に乗車ポイントサービスを利用し、 

ポイントを貯めた方限定の抽選となります。 

※SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンをお持ちの方は抽選確率が５倍になります。 

               SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンについて詳細は以下 URL をご覧ください。 
https://www.seiburailway.jp/railways/spccp/?cid=omsr2_220323 

 

  

（４）そ の 他   ・【特典１】は 2022 年 7 月末、【特典２】は 2022 年 8 月末のポイント付与を予定してい

ます。 

・【特典２】の抽選結果の通知はポイント付与をもって代えさせていただきます。 

・内容は予告なく変更となる場合がございます。 

・乗車ポイントサービスを利用するためには、サービス開始後に再度エントリーが必要で 

す。エントリーに関する情報は「乗車ポイントサービス」特設サイト等でご案内します。 

 

 

 

 

  

https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/?cid=onnewsrelease
https://www.seiburailway.jp/railways/spccp/?cid=omsr2_220323
https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/?cid=onnewsrelease


＜参 考＞ 
○西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」 ※入会金・年会費無料！ 

西武線沿線の駅ナカのお店や西武グループ施設などでの西武プリンスクラブ加盟店で SEIBU Smile 

POINT が貯まるほか、さまざまな特典を取りそろえた西武グループの会員サービスです。 

 

新しいポイント名称「SEIBU Smile POINT」が表す通り、今後とも、西武グループのグループビジョンの

スローガン『でかける人を、ほほえむ人へ。』のもと、今回の乗車ポイントサービスを始めとして、西武グルー

プをご利用されるお客さまがもっと出かけたくなる、そして出かけた先でもっとほほえみたくなるような、

素敵なポイントプログラムの提供を目指してまいります。 

Web サイト：https://club.seibugroup.jp/ 

 

SEIBU PRINCE CLUB公式アプリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な西武プリンスクラブ加盟会社 

 

※SEIBU PRINCE CLUB の会員の皆さまが、SEIBU Smile POINT をより便利に、より快適に西武

グループの各施設・サービスをご利用いただけるよう、加盟会社・加盟店を順次拡大していきます。 

 

○SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンについて 

   

      

 

     

 

 

 

 

 
SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンなら、PASMO オートチャージや定期券の購入、全国の西武プリン

スクラブ加盟店でのお買い物（クレジット利用）などで SEIBU Smile POINT と永久不滅ポイントがダブ

ルで貯まり、毎日がもっと、便利でおトクに！ SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンとは、クレジット機

能付きカードです。 

 

Web サイト：https://www.seiburailway.jp/railways/spccp/?cid=omsr2_220323 

【iPhone版】 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1504829657?mt=8 

【Android™版】 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.s

eibugroup.club 

 
※iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

※Android は、Google LLC の商標です。 

https://club.seibugroup.jp/
https://www.seiburailway.jp/railways/spccp/?cid=omsr2_220323
https://itunes.apple.com/jp/app/id1504829657?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.seibugroup.club
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.seibugroup.club


○スマイルリンクについて 

SEIBU PRINCE CLUB カードと PASMO を紐付け登録すると受けられる、西武沿線でのおトクなサー

ビスです。 

 

 

登録はこちらから：https://www.seiburailway.jp/ticket/smilelink/index.html 
 
 
■2022 年３月 10 日（木） 西武ホールディングスリリース 

西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」 お会計時のポイント利用サービスと 
「SEIBU PRINCE CLUB アプリ」によるクレジットカード決済を開始！  
https://club.seibugroup.jp/shared/pdf/info/20220310.pdf 

 

■2022 年 2 月 21 日（月） 西武ホールディングスリリース 

西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」のポイント名称がリニューアル 

「プリンスポイント」 から 「SEIBU Smile POINT」へ！ 

 https://club.seibugroup.jp/shared/pdf/info/20220221-2.pdf 

 

◇お客さまのお問合せ先  

西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888 

音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。 

[営業時間 全日 9:00～17:00 （12/30～1/3 を除く）] 

 

以上 

https://www.seiburailway.jp/ticket/smilelink/index.html
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https://club.seibugroup.jp/shared/pdf/info/20220221-2.pdf

