
  

 

News Release 
 
  

 「乗り方イロイロ、ポイントたまる。」 

乗車ポイントサービス 2023年度のキャンペーンエントリー開始！ 

◇「オフピークプラス」  ピーク前時間帯ポイントアップ！さらに 4月はポイント増量！ 

◇「おでかけプラス」 西武バスでも貯まる「西武バス土休日おでかけプラス」登場！ 

◇「リピートプラス」  いよいよ 4月１日（土）開始！ 

 

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、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「乗車ポイントサービス」について、2023 年 4 月より始まるキャンペーン 

「オフピークプラス」、「おでかけプラス（西武バス土休日おでかけプラス）」、「リピートプラス」のエントリーを本日

より開始しました。 

「オフピークプラス」は、平日朝ピーク前後の時間帯に PASMO 定期券（通勤・大人）で入場するとポイントを 

進呈するサービスです。2022年度は 1日あたり１０ポイント貯まりますが、4月3日(月)からピーク前時間帯は 

２０ポイントにアップします。また、月１５日以上達成すると追加で１００ポイントを進呈します。さらに、2023 年 

４月は「ポイント増量キャンペーン」を実施します。「オフピークプラス」に加えて「ポイント増量キャンペーン」にもエ

ントリーいただくと、さらに 1 日あたり２０ポイントが進呈されるため、２０２３年４月は最大９００ポイント貯まりま

す。 

「おでかけプラス」では、土休日に西武バスまたは西武観光バス（秩父地区・軽井沢草津地区）に乗車するとポイ

ントが貯まる「西武バス土休日おでかけプラス」を 4 月 1 日（土）より開始します。乗車 1 回あたり 3 ポイント  

（モバイル対応 PASMO をご利用の場合は、別途「【モバイル増量分】西武バス土休日おでかけプラス」にもエント

リーいただくと 4 ポイント）貯まります。今後、西武線と西武バス両方の乗車でポイントが貯まるキャンペーンも 

順次追加予定です。 

「リピートプラス」は、4 月 1 日(土)から始まるサービスで、同一運賃区間を同一月内に複数回ご乗車いただく

と、ご利用金額に対して、ご利用回数に応じた進呈率（最大１２％）のポイントが貯まります。同時に、西武線アプリ

で、同一運賃区間のご利用回数をチェックできる機能が始まります。これにより、あと何回乗車するとポイント進

呈率がアップするか、お手持ちのスマートフォンで手軽に把握することができます。 

詳細は別紙のとおりです。
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【別紙】 

乗車ポイントサービスについて 

 

１．乗車ポイントサービス概要 

西武グループ共通会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」にご入会後（入会金・年会費無料）、各キャ

ンペーンにエントリーの上、スマイルリンク登録した PASMO を使った西武線・西武バスの乗車に応じて

「SEIBU Smile POINT」が貯まるサービスです。 

※エントリー後の西武線の入場や出場、西武バスの車内での運賃支払い時点からポイントが貯まります。 

※ポイント進呈の条件やタイミングは各キャンペーンにより異なります。 

※「リピートプラス」「おでかけプラス」は小児用 PASMOもご利用いただけます。 

・SEIBU PRINCE CLUB 

https://club.seibugroup.jp/ 

・SEIBUスマイルリンク 

https://www.seiburailway.jp/life/pasmoemoney/smilelink/ 

・乗車ポイントサービス Webサイト 

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

 

 

２．エントリーを開始した２０２３年度のキャンペーン 

 

◆「オフピークプラス（２０２３年度）」 

平日の朝に PASMO 定期券（通勤・大人）で、駅ごとに対象となるピーク前後の時間帯に入場し、池袋

駅・高田馬場駅・西武新宿駅のいずれかの駅を出場した場合に、SEIBU Smile POINTが貯まります。 

 

対 象 期 間 ： 2023年 4月 3日(月)～2024年 3月 29日(金) 

 ※平日ダイヤで運行する日が対象です。 

入場対象駅 ： 西武線の各駅（池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅・小竹向原駅および多摩川線各駅を除く） 

           ※国分寺駅 JR連絡改札からの入場は対象外です。 

           ※各駅の対象入場時間帯は乗車ポイントサービスWebサイトをご確認ください。 

出場対象駅 ： 西武線 池袋駅・高田馬場駅・西武新宿駅 ※12:00までの出場が対象です。 

進呈ポイント  ： ピーク前時間帯入場 ２０ポイント/日、 ピーク後時間帯入場 １０ポイント/日 

           ※月内のご利用を集計し、翌月９日目以降に進呈します。 
           ※定期券区間内の乗車が対象です。（一部でも定期券区間外を含む乗車は対象外です） 

           ※こちらに加え、同一月内に１５日以上のご利用でさらに１００P進呈します。なお、進呈

の時期は上記進呈の数日後になります。 

2022年 7月から実施中の「オフピークプラス」は 2023年 3月 31日（金）で終了するため、2022

年度から引き続きご利用を希望される場合、新たに「オフピークプラス（2023 年度）」へのエントリー

が必要です。 

 

 

◆「オフピークプラス ポイント増量キャンペーン」 

２０２３年４月限定で、オフピークプラスのポイントがさらに増量となり、最大９００ポイント貯まるキャン

ペーンを実施します。 

 

対 象 期 間 ： 2023年 4月 3日(月)～4月 28日(金) 

※平日ダイヤで運行する日が対象です。 

対 象 条 件 ： 入場や出場の対象駅・時間帯・対象条件は 

「オフピークプラス（２０２３年度）」と同様 

進呈ポイント ： ピーク前時間帯入場 ２０ポイント/日 

ピーク後時間帯入場 ２０ポイント/日 

             ※月内のご利用を集計し、翌月９日目以降に 

進呈します。 

「オフピークプラス（２０２３年度）」だけでなく別途「オフピーク

プラス ポイント増量キャンペーン」のエントリーが必要です。 

https://club.seibugroup.jp/
https://www.seiburailway.jp/life/pasmoemoney/smilelink/
https://www.seiburailway.jp/railways/seibujoshapoint/


 

 

 

◆「おでかけプラス」 

◇「西武バス土休日おでかけプラス」 

土休日などの対象日に西武バスまたは西武観光バス（秩父地区・軽井沢草津地区）に乗車すると、乗車

1回ごとに SEIBU Smile POINTが貯まります。詳細は、乗車ポイントサービスWebサイトをご確認

ください。 

 

対 象 日 ： ２０２３年４月 1日(土)～202４年３月３１日(日)のうち、 

土曜・日曜・祝日と年末年始（12月 30日～1月 3日） 

※対象日の最終バス（深夜バスを含む）までが対象です。 

進呈ポイント  ： エントリー後に、スマイルリンク登録した PASMOでの乗車 1回につき 3ポイント 

（モバイル対応 PASMOの場合は、別途「【モバイル増量分】西武バス土休日おでかけプ 

ラス」にもエントリーいただくと 4ポイント） 

ポイント進呈時期は乗車日から 9日目以降の予定です。 

対 象 路 線 ： 西武バス・西武観光バスの PASMOが利用できる路線 

※西武バスが運行するコミュニティバスも対象です。 

※他社との共同運行路線では西武バスのご乗車のみ対象です。 

 

◆「リピートプラス（２０２３年度）」 

同一運賃区間を同一月内に複数回ご乗車いただくと、ご利用金額に対して、ご利用回数に応じた進呈

率のポイントが貯まります。詳細は、乗車ポイントサービスWebサイトをご確認ください。 

 

◇西武線アプリでの、同一運賃区間ご利用回数確認機能 

リピートプラスのサービス開始と同日の２０２３年４月１日（土）より、西武線アプリにログインすると同

一運賃区間のご利用回数を確認できる機能の提供を開始します。これにより、「あと何回乗車するとポ

イント進呈率がアップするか」をお手持ちのスマートフォンで手軽に把握できるようになります。 
※ご乗車の情報の反映にはおおむね２日程度かかります。 

 

西武線アプリについてはこちら 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/ 

 

 

＜参考＞ 

 

◆セブン銀行 ATMでの SEIBU Smile POINTの PASMOへのチャージについて 

2023 年 4 月 1 日（土）より、乗車ポイントサービスで貯めた SEIBU Smile POINT を、セブン銀行

ATMで PASMOにチャージできるようになります。 

https://www.seibuholdings.co.jp/assets/pdf/misc/20221206.pdf 

 

◆西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」について 

西武線沿線の駅ナカのお店や西武グループ施設など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、入会金・年会費無料の西武グループの会員サー

ビスです。西武プリンスクラブ加盟店でのご利用 110円（税込）につき SEIBU Smile POINTが 1ポイ

ント貯まります。西武プリンスクラブ加盟店でお会計の際に 1ポイント＝1円でご利用いただけます。 

https://club.seibugroup.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seibuapp.jp/railways/seibulineapp/
https://www.seibuholdings.co.jp/assets/pdf/misc/20221206.pdf
https://club.seibugroup.jp/


 

 

 

SEIBU PRINCE CLUB公式アプリ 

カードレスで会員優待を受けたりポイントを貯めることができる会員証です。ま

た、クレジットカード情報を登録することで、アプリでクレジットカード決済のご利

用も可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIBUスマイルリンク（PASMO番号の登録） 

SEIBU PRINCE CLUB会員情報に PASMOを登録することで、

PASMO利用で「SEIBU Smile POINT」が貯まります。例えば、乗車ポイ

ントサービスや、西武線駅構内の飲料等の自販機、駅ナカ・コンビニ「トモニ

ー」など https://www.seiburailway.jp/ticket/smilelink/ 

 

 
◇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）] 

 

※バスの情報については西武バスWebサイトをご確認ください。 

  https://www.seibubus.co.jp/ 

 

以上 

 

【iPhone版】 

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

【Android™版】 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.seibugroup.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.seiburailway.jp/ticket/smilelink/
https://www.seibubus.co.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/id1504829657?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.seibugroup.club

