
 

 

News Release 
 

202２年１１月１７日 

 

    2022年12月１８日（日） 

    新「Smooz」いよいよスタート！ 

✓ 12月6日（火）13:00から事前会員登録受付開始 

✓ クレジットカードの他、PayPayでのお支払いも可能 

✓ 購入した特急券・指定券をLINEから送信 
 

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、お客さまにより便利に特急列車・座席指定列

車をご利用いただくため、チケットレスサービス「Smooz（スムーズ）」（以下「Smooz」）をリニューアルし、2022

年 12月 18日（日）よりサービスを開始します。 
 
「Smooz」は、２０１３年に開始したサービスで、Ｗｅｂ上で特急券・指定券を購入することができ、駅の窓口や券

売機で購入する手間がなく、チケットレスで特急列車・座席指定列車をご利用いただけます。 

この度、サービスを一新する「Smooz」は、「西武線アプリ」と連携して特急券・指定券の購入におけるシームレス

な画面遷移を実現します。また、「SEIBU PRINCE CLUB」と会員組織を統合することにより、西武グループの多

彩な会員特典をご利用いただけるよう進化します。 
 
さらに、「Smooz」の新機能として、決済手段にはクレジットカードのほか、広く普及しているキャッシュレス決済

「PayPay」でのお支払いが可能になります。これにより、クレジットカードを所持していないお客さまも「Smooz」

のご利用が可能になります。その他にも、「Smooz」で購入した特急券・指定券を友人等に「LINE」アプリで送信す

る機能も搭載するなど、多くのお客さまがより便利にご利用いただけるサービスを実現しました。 
 
12月 18日（日）のサービス開始に向け、本日より特設Ｗｅｂサイトを開設しており、12月 6日（火）13:00より

事前会員登録の受付を開始します。会員登録すると「SEIBU PRINCE CLUB」の多彩な特典と会員限定の機能

をご利用いただくことができます。 

多くのお客さまの声を受け、サービスを一新した「Smooz」をどうぞご利用ください。 

 

詳細は別紙の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

40000系 

※PayPayは、Zホールディングス株式会社の登録商標です。 

※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。 

特急ラビュー 



 

【別 紙】 

新チケットレスサービス「Smooz」について 

 

１．サービス名称・ロゴ 

サービス名称：チケットレスサービス「Smooz」（スムーズ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．サービス開始日 

2022年 12月 18日（日） 午前６:００から 

※１２月１８日（日）のみ、サービス提供開始時間が通常とは異なります。なお、サービス提供開始時間は、シス 

テム切替作業により前後する場合があります。 

※サービス開始に先行して 12月 6日（火）13:00から事前に会員登録の受付を開始します。 

 

3．サービス提供時間 

午前５：００から翌日午前２：００まで  

 

４．ご利用可能な端末 

  パソコン、スマートフォン ※スマートフォン以外の携帯電話はご利用いただけません。 

 

5．「Smooz」へのアクセス方法 

（１）Webサイト https://www.smooz.jp/Smooz/  

※Webサイトは事前会員登録受付開始の 12月 6日（火）13:00よりご利用いただけます。 

※現在の「Smooz」のURL（https://www.seibunra.jp/smooth/）とは異なります。ご注意ください。 

 （2）西武線アプリ https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/?cid20221117 

   ※１２月１８日（日）の「Smooz」リニューアル以降、上記 URLからアプリをダウンロードしてご利用ください。 

     既にダウンロードしているお客さまはアップデートが必要です。 

※西武線アプリから「Smooz」をご利用いただくには、12月 18日（日）の「Smooz」リニューアル以降、西武 

線アプリ上で会員登録が必要です。 

 

6．「Smooz」特設Webサイトの開設 

「Smooz」の概要を紹介した動画や、主な機能を紹介する特設Ｗｅｂサイトを開設します。 

（１）特設Ｗｅｂサイト開設期間 

    2022年 11月 17日（木）から 2023年３月３０日（木）まで 

    ※開設期間の終了日は変更となる場合があります。 

 

（２）特設ＷｅｂサイトのＵＲＬ 

    https://www.seiburailway.jp/railways/smooz_renewal 

 

 

 

多くのお客さまに親しまれている「Smooz」（スムーズ）の名称はそのままに、ロゴデザインは当社のブランドカ

ラーの 1つである青を基調として、フラッグシップトレインである「Laview」をイメージしたデザインとしました。 

https://www.smooz.jp/Smooz/top.xhtml
https://www.seibunra.jp/smooth/
https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/
https://www.seiburailway.jp/railways/smooz_renewal


 

（３）特設Ｗｅｂサイトの内容 

・概要動画 

・主な機能紹介 

・会員登録の操作イメージ 

・リニューアルに伴うご案内 

・ご利用に関するQA   

※掲載内容の一部は 12月以降随時更新予定 

 

 

 

7．リニューアルした「Smooz」の主な機能の紹介           

 （１） ご利用シーンに合わせた使い方が選べる 

ご利用頻度が多いお客さまは、会員登録をすることで、会員限定のサービスや特典をご利用いただけます。 

また、ご利用頻度が少ないお客さまは、会員登録をしなくても、特急券・指定券の購入が可能です。 

 

 

 

 

 

 

※「会員登録しないで利用する」場合は、利用できる機能や購入可能期限等が会員とは異なります。 

 

（２）キャッシュレス決済「PayPay」で決済できる 

決済方法としてクレジットカードに加えて、キャッシュレス決済で広く普及している「PayPay」を追加します。 

クレジットカードを所持していないお客さまもご利用いただけるようになり、ますます利便性が向上します。 

 

 

 

 

 

 

（3）西武線アプリからも「Smooz」がご利用可能 

西武線アプリの列車走行位置画面から走行中の特急列車・座席指定列車のアイコンをタップすると、直接 

「Smooz」で特急券・指定券が購入できるようになり、より便利に「Smooz」をご利用いただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

（4）購入した特急券・指定券を LINEやメールで友人などに送れる 

「Smooz」で購入した特急券・指定券を LINEやメールで友人などに送ることができます。受け取る方は 

「Smooz」の会員登録をしていなくても、特急券・指定券を受け取ることができ、チケットレスでご乗車いただ 

けます。 

 

 

 

 

お客さまのライフスタイルに合った利用方法が選べる

ようになり、多くのお客さまが「Smooz」をご利用し

やすくなります！ 

西武線アプリを経由した「Smooz」利用が、さらに便

利になります。 

例えば、お出かけ時に別の駅から特急列車に乗車する

友人に特急券を送っておくなど、様々な利用シーンで

便利にご利用いただけます！ 

※LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です。 

クレジットカードを所持していなくても PayPay で

「Smooz」がご利用いただけます。 

※PayPayは、Zホールディングス株式会社の登録商標です。 



 

（5）「SEIBU Smile POINT」が貯まる・使える 

「Smooz」で利用登録するだけで、「Smooz」と「SEIBU PRINCE CLUB」のおトクな会員サービスが受 

けられるようになります。「Smooz」で特急券・指定券を購入すると、購入額 110円（税込）につき「SEIBU  

Smile POINT」1ポイントを進呈します。また、貯まった「SEIBU Smile POINT」は「Smooz」で特急券・ 

指定券を購入する際にご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 （6）様々な言語でご利用可能 

日本にお住まいの外国人のお客さまや、国外から旅行で訪れたお客さまにも「Smooz」をご利用いただくた 

めに、日本語の他、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語でも「Smooz」がご利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

８．「Smooz」の事前会員登録について 

2022年 12月 18日（日）からの「Smooz」のサービス開始に先行して、12月 6日（火）13:00から 

「Smooz」特設Webサイト、または「Smooz」のWebサイトで事前会員登録の受付を開始します。 

 

９．事前会員登録キャンペーンについて 

 「Smooz」で事前会員登録期間中に利用登録を行い、購入対象期間中に「Smooz」で特急券・指定券を購入 

されたお客さま全員に、お一人さま一回に限り「SEIBU Smile POINT」を１００ポイント、さらに抽選で 

1,000名の方に 1,000ポイントを進呈します。詳細は以下のとおりです。 

（１）エントリー方法 

2022年 12月 6日（火）13：00～12月 1８日（日）1：59の間に事前会員登録を行っていただくこと 

で自動エントリーされます。 

※「SEIBU PRINCE CLUB」登録済・未登録のどちらのお客さまも「Smooz」の利用登録をすることで 

エントリーされます。 

 

（２）購入対象期間 

２０２2年 12月 18日（日）６：00～2023年 1月 31日（火）23：59  

※対象期間中の購入であれば、乗車日が対象期間外の特急券・指定券を購入しても本キャンペーンの対象 

となります。 

※12月 18日（日）の本キャンペーン開始時刻は、システム切替作業により前後する場合があります。 

例：1月 31日に 2月 2日乗車日分の特急券を購入➜ポイント進呈対象 

2月 2日に 2月 2日乗車日分の特急券を購入➜ポイント進呈対象外 

 
（３）ポイント進呈条件 

     （1）の期間内に「Smooz」に利用登録のうえ、（２）の期間内に「Smooz」にログインして特急券・指定券を購

入し、２０２３年２月２８日（火）時点で「SEIBU PRINCE CLUB」の会員であること。 

 
 
 

国外から旅行で西武線の特急列車をご利用いただく

外国人のお客さまでも、あらかじめ特急券・指定券を

チケットレスで購入しやすくなります！ 

「Smooz」や西武プリンスクラブ加盟店のご利用で、

「SEIBU Smile POINT」がどんどん貯まる！さらに

貯まったポイントにより「Smooz」で特急券・指定券が

購入できます！ 



 

（４）ポイント進呈時期 

2023年３月上旬（予定） 

※ポイントの進呈状況は、マイページ（https://club.seibugroup.jp/mypage/login/）の「履歴照 

会」よりご確認いただけます。 

 

 （５）その他 

➀特急券・指定券購入後に、お客さま都合による払戻し、乗車変更、運休払戻が行われた場合でも、本キャ 

ンペーンの対象となります。 

➁購入対象期間中に、特急券・指定券を SEIBU PRINCE CLUBカード セゾンで購入されたお客さまは 

本キャンペーンの抽選で 1,000名に 1,000ポイントがもらえる当選確率が 2倍になります。 

※当選の発表はポイントの進呈をもってかえさせていただきます。 

 

１０．西武線アプリ「Smooz連携記念クーポンプレゼント！」キャンペーン 

西武線アプリでの「Smooz」連携の記念、および日頃からご利用頂いている会員のみなさまへ感謝の気持ち 

を込めて、2022年 1２月１７日（土）までに、西武線アプリにて「Smooz連携記念クーポンプレゼント！」にエ 

ントリー頂いたお客さまには、202２年 1２月１８日（日）以降、トモニーなどで使える西武グループ施設のお得 

なクーポンを配信します。 

さらに、西武線アプリにて「Smooz連携記念クーポンプレゼント！」にエントリーされたお客さまは、事前会 

員登録キャンペーンの抽選で 1,000名に 1,000ポイントがもらえる当選確率が 2倍になります。 

なお、事前会員登録キャンペーンの購入対象期間中に、特急券・指定券を SEIBU PRINCE CLUBカード 

セゾンで購入されたお客さまは事前会員登録キャンペーンの抽選で 1,000名に 1,000ポイントがもらえる当 

選確率がさらに 2倍になります。  

 エントリーの開始日や詳細については、追って西武線アプリにてご案内します。 

 

1１．現在お使いの「Smooz」についてのご案内 

（１）積立ポイントの払戻しについて 

「Smooz」のリニューアルに伴い、12月 17日（土）をもって現在の「Smooz」で積立ポイントがご利用でき 

なくなります。 

積立ポイントの払戻しに関する情報についてはこちらをご確認ください。 

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information03.pdf 

 

（２）発売制限について 

「Smooz」のリニューアルに伴い、現在の「Smooz」では、12月 18日（日）乗車日分以降の特急券・指定券 

は購入できません。 

発売制限に関する詳細はこちらをご確認ください。 

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information02.pdf 

 

 （３）換券サービスの終了について 

現在の「Smooz」で購入したネット購入券を、特急券/指定券券売機または自動券売機で紙の特急券・指定券 

に換券するサービスは、2022年 12月 17日（土）をもって終了させていただきます。 

※東京メトロでの S-TRAINのネット購入券の換券サービスも、同日をもって終了させていただきます。 

 

１２．その他のご案内 

（１）インターネット予約サービスの終了 

「Smooz」のリニューアルに伴う機能拡充のため、インターネット予約サービスは 12月 17日（土）をもって 

終了させていただきます。今後につきましては、機能拡充により便利になる「Smooz」をぜひご利用ください。 

インターネット予約サービスの終了に関する詳細はこちら  

https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information01.pdf 

https://club.seibugroup.jp/mypage/login/
https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information03.pdf
https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information02.pdf
https://www.seiburailway.jp/newsroom/news/file/20221017_information01.pdf


 

（２）特急券交換券への交換終了 

「SEIBU PRINCE CLUB」のポイント照会交換機限定の交換商品「特急ラビュー・レッドアロー号 特急券交 

換券」は 2022年 12月 31日（土）をもって発券を終了させていただきます。なお、発券した「特急ラビュー・ 

レッドアロー号 特急券交換券」は券面に記載の有効期限まで、駅の特急券・指定券発売窓口で特急券に引替 

えすることができます。 

 

 

 

＜参 考＞ 

●西武線アプリ 

西武鉄道公式スマートフォンアプリとして、当社サービスをご利用になるお客さま

の利便性・満足度向上を目的とし、2018年 3月から配信を開始し、2022年 

１１月には 63万ダウンロードを達成しました。 

多くのお客さまから使いやすいユーザーインターフェースを評価いただき、また、

実走行中の列車形式をアイコン化した列車位置情報画面で、ラッピング電車なども一

目で確認できることから、鉄道ファンの方からもご好評をいただいています。2022

年 2月 28日からは、西武バスの運行情報や混雑度情報、リアルタイム位置情報の

提供を開始しました。 

                  Webサイト：https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/ 

 

●SEIBU PRINCE CLUB 

SEIBU PRINCE CLUBは、単なるポイントサービスではありません。 

それは、西武グループならではの満足を超えた新しい感動を提供する会員サービスです。 

さまざまなサービスで、お客さまのあらゆるシーンを喜びでいっぱいにしていきます。 

笑顔を乗せて、感動を乗せて。もっと喜び広がる明日へ。 

Webサイト：https://club.seibugroup.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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 

 
この資料に関するお問合せ先 

 
西武鉄道株式会社 広報部 吉田・渡辺・森川 TEL.（04）2926-2045 

【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://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/
https://club.seibugroup.jp/
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

