平成２８年６月１４日
（１６－１３号）
各

位
株式会社西武ホールディングス

西武グループ 訪日外国人向けの会員サービスプログラム

「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ 」７月１３日（水）よりサービス開始
～ 日本国内のプリンスホテルの「宿泊ベストレート保証」が利用可能に～
当社では、訪日外国人のお客さまに向けた新たな会員サービスプログラム「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ
ｅｍｉ 」を本年７月１３日（水）より開始し、あわせて「宿泊ベストレート保証＜Ｐｒｉｎｃｅ Ｂａｓｉｃ
Ｍｅｍｂｅｒ＞」などサービスプログラムが決定いたしましたのでお知らせいたします。
詳細は下記のとおりです。
記
当社では、当社グループの各施設で会員カードを提示いただくことで、割引を受けられるサ―ビスやご利用時ポ
イントが貯まる会員サービスプログラム「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ」を国内在住者向けに実施しており
ますが、今般サービスを開始する「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ 」は訪日外国人のお客さま向けの
会員サービスプログラムで、国内在住者向けサービスと同様、当社グループの各施設をご利用いただくことでさま
ざまなご優待・サービスをご提供いたします（平成２８年１月２０日公表済み）
。
今般決定したサービスプログラムは、ご入会前であってもプリンスホテルズ＆リゾーツＷｅｂサイトから宿泊予
約と同時に、入会申込みすることで「宿泊ベストレート保証」にてご予約いただけます。この「宿泊ベストレート
保証」は、７月２７日（水）に開業する「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」など日本国内のプリンスホテル
をご予約する際、同一内容のプランの中で最もお得な料金を保証する会員優待サービスです。
７月１３日（水）以降は、当社Ｗｅｂサイト内において多言語による特設ページの開設や入会キャンペーンなど
を実施してまいります。
当社グループは、“『観光大国ニッポン』の中心を担う企業グループへ”をグループ全体のスローガンとして掲げ、
グループ各社間における連携をより一層強化し、多くの訪日外国人のお客さまにご利用いただくことで、グループ
全体の企業価値向上を目指しておりますが、
「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ 」をご利用される会員さ
まの利用状況などをマーケティングすることで、訪日外国人のお客さまに対する今後のサービスに生かしてまいり
ます。
以 上

ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ カード

別 紙
ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ の概要（訪日外国人向け会員サービスプログラム）
１．特典・サービス一覧
会社名

施設名
宿泊ベストレート保証
プリンスホテルズ＆リゾ
お誕生日プレゼント
ーツの宿泊施設（ホテル・
（お誕生月のご利用で）
旅館）
レイトチェックアウト
英字新聞サービス

プリンス
ホテル

西武鉄道
西武プロパ
ティーズ

プリンスゴルフリゾート

ゴルフベストレート保証

プリンススノーリゾート

スキー場リフト券料金割引

Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品
川／Ｔ・ジョイＳＥＩＢＵ 鑑賞料金割引
大泉
軽井沢千ヶ滝温泉
鬼押出し園
箱根 駒ケ岳ロ－プウェー
新横浜スケートセンター
箱根園水族館

入浴料金割引
入園料割引
乗車料金割引
アイススケート滑走料金割引
入館料金割引

西武ツーリストインフォ
メーションセンター池袋

ノベルティプレゼント

ペペ／ＢＩＧＢＯＸ高田
ノベルティプレゼント
馬場／軽井沢・プリンスシ
料金割引
ョッピングプラザ
入園料金割引

伊豆箱根
鉄道

西武
トラベル

空室ある場合１５時まで可
※一部宿泊施設を除く
ご予約時、同一内容のプランの中で最もお得な料金を
保証
おとな（中学生以上）：５００円割引
一般・学生・3 才～中学生：２００円割引
（シニア６０才以上は除く）
※３Ｄ上映は、割引対象外
※レイトショーは、割引対象外
おとな：２００円割引、こども：１００円割引
おとな・こども：２００円割引
１０%割引
おとな・こども：２００円割引
おとな：３００円割引、こども：１５０円割引
西武ツーリストインフォメーションセンター池袋とカ
ードを一緒に撮った写真をＳＮＳにアップすることで
ノベルティプレゼント
１５，０００円以上購入でノベルティをプレゼント
割引またはクーポン割引券の発行

入園＋プール割引
ダイドードリンコアイス
アリーナ／
東大和スケートセンター

アイススケート滑走料金割引

おとな・こども：２００円割引

箱根 芦ノ湖遊覧船

乗船料金割引

片道運賃１０％割引

ワンデーフリーチケット割引

伊豆・三津シーパラダイス 入場料金割引
箱根 十国峠ケーブルカー 乗車料金割引
箱根関所 旅物語館
衣装貸出
秩父日帰り・宿泊プラン商
品
ご利用でプレゼント
（西武トラベル指定商品）
ワンデーパス優待料金
横浜・八景島シーパラダイ
（水族館４施設＋アトラクシ
ス
ョン）

横浜八景島

埼玉西武
ライオンズ

スイートルームプラン（女性限定）

おとな・こども・シニア：２００円割引
おとな：３００円割引、こども・シニア：２００円割
引
おとな・こども・シニア：２００円割引

西武園ゆうえんち
西武レクリ
エーション

特典・サービス
ご予約時、同一内容のプランの中で最もお得な料金を
保証

アクアパーク品川

入場料金割引

仙台うみの杜水族館

入館料金割引

西武プリンスドーム

プロ野球公式戦 開催日当日の
入場料金割引

おとな：４００円割引、
こども（４才～小学生）：２００円割引
普通運賃１０％割引
１回３０分：無料
ミネラルウォーター（ペットボトル）または、ノベル
ティをプレゼント
おとな・高校生：６５０円割引、小・中学生：４００
円割引、幼児（４才以上）：２５０円割引、
シニア（６５才以上）４００円割引
※ご本人を含む５名さままで適用
※冬期料金別途あり
おとな（高校生以上）・中学生・小学生・幼児（４才
以上）：２００円割引
※ご本人を含む５名さままで適用
おとな・高校生・中学生・小学生・シニア:２００円割
引、幼児:１００円割引
※ご本人を含む５名さままで適用
前売り料金で購入可

豊島園

西武バス

豊島園 庭の湯

入館料金割引

３００円割引 ※ナイトスパを除く

としまえん

のりもの 1 日券／プール入場
券／キッズ 1 日券割引

おとな・こども：４００円割引

西武高速バス池袋チケッ
トセンター

ノベルティプレゼント

西武の高速バス路線のチケット（Web 乗車票も可）の
提示でノベルティをプレゼント

※特典・サービスについてはサービス開始後も充実をはかってまいります。また内容を変更する場合がございます。

２.デビューキャンペーンについて
入会時および会員情報登録後に「和」を感じるオリジナルノベルティをプレゼントいたします。
①入会キャンペーン
ホテルフロントなどでカードをお渡しする入会時に「和のイラスト」をあしらったクリアケース（チケットホ
ルダー）をプレゼントいたします。
②会員情報登録キャンペーン
会員さまがＷｅｂサイトから会員情報登録後に「和紙」のマルチケースをプレゼントいたします。

３．Ｗｅｂサイトについて
７／１２（火）まで https://club.seibugroup.jp/emi/（英語のみ）
７／１３（水）以降 https://emi.seibugroup.jp/（英語、中国語簡体・繁体、韓国語）

４．サービス名称について
笑

み

「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ」の「ｅｍｉ」とは、外国人のお客さまが、日本で当社グループの
施設をご利用した時の感動や体験で「ほほえむ」こと、また自国に戻ってもこのカードを見れば日本での楽しかっ
た出会いや美しい景色を思い出し「ほほえむ」ことを願い、表現しております。
「Ｓｍｉｌｅ」は日本語で「ほほえみ（ｈｏｈｏｅｍｉ ）
」と言うことから「笑み（ｅｍｉ ）
」といたしました。

５．カードデザインの紹介
左側の赤色部分「ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ 」
の扉から溢れる光は、明日を表現しています。扉から溢れる光と
ともに舞う花びらは、日本を代表する花「桜」をモチーフにして
おり、心地よい風を感じさせます。また、
「着物」の織りや染めを
取り入れて日本らしいデザインにしました。
日本での最高のおもてなしと感動でお客さまに「笑顔」をお届け
したいという思いが込められています。
ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢ ｅｍｉ カード

以 上

ご参考
ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢの概要（国内在住者向け会員サービスプログラム）

ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢは、日常生活に欠かせないショッピングでポイントを積み重ねる「お得感」
、
西武線沿線での定期券購入によるポイント加算やＰＡＳＭＯ利用でポイント加算されるスマイルリンクサービスで
の
「利便性」
、
上質なおもてなしやプリンスステータスサービスなどのプリンスホテルズ＆リゾーツがご提供する
「特
別感」など西武グループならではの広がりのあるサービスを、１枚のカードでご利用いただけます。

１．カードの種類
【ＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢカード】
ポイント専用カード

クレジットカード

【プリンスステータスサービスの対象カード】
前年のご利用金額

プラチナメンバー
年間５０万円以上

ゴールドメンバー
年間２０万円以上

ブルーメンバー
年間２０万円未満

ポイント専用カード

クレジットカード

２．特典・サービス
【ポイントサービス】
ご利用金額１０８円（税込）につきプリンスポイント１ポイントを加算、貯まったポイントは、ご宿泊券や商品お
引換券など、多彩なアイテムと交換いただけます。
またＳＥＩＢＵ ＰＲＩＮＣＥ ＣＬＵＢカードとＰＡＳＭＯを紐付け登録するだけで、西武線の駅ナカ・コンビニ
ＴＯＭＯＮＹ（トモニー）や駅構内の飲料自販機などスマイルリンク対象加盟店でのＰＡＳＭＯ利用で、プリンス
ポイントが貯まります。
【プリンスステータスサービス】
全国のプリンスホテルズ＆リゾーツのホテル、レストラン、ゴルフ場、スキー場などをご利用の際、会員さまに心
地よいひとときをご提供いたします。
年間のご利用金額に応じて「プリンスステータス」が上がり、サービス内容の充実や各種イベントへの参加など、
特典内容もアップグレード。
●主な特典
プラチナメンバー特典
・朝食プレゼント
ご宿泊時、朝食を無料でお楽しみいただけます。
（１滞在につき１回）
・カバーチャージ無料
ご宿泊時、バーやラウンジをカバーチャージなしでご利用いただけます。
ゴールド＆プラチナメンバー特典
・スマートチェックイン
会員カードをご提示いただくとご署名だけでスピーディーにチェックインしていただけます。
（一部ホテルで専用
チェックインカウンターをご用意しております。
）
・３アワーズフリープログラム
ご宿泊の滞在時間を３時間プレゼントいたします。
ブルー＆ゴールド＆プラチナメンバー特典
・宿泊･ゴルフベストレート保証
ご予約時、同一内容のプランの中で最もお得な料金を保証いたします。
※一部保証の例外となる場合がございます。
・季節限定プランの先行予約
ディナーショー、クリスマスプラン、スキーパックなどの人気プランが、一般のお客さまに先行してお申込みい
ただけます。
【料金割引など】
・プリンススノーリゾート：リフト券 ５００円割引
・エプソン アクアパーク品川： 入場料 ２００円割引
・としまえん ：のりもの１日券 ４００円割引
・プリンスホテルズ＆リゾーツ：毎月２５日プリンスポイント２倍デー
・ペペ･エミオ･グランエミオ：毎月２５日全館プリンスポイント２倍
・エミオ：毎月２５日は（エミオの日）来店ポイント１０ポイントプレゼント
【クレジットカードの特典】
・プリンスポイントと永久不滅ポイントが同時に貯まる
永久不滅ポイント１ヵ月のショッピングでのご利用１，０００円（税込）ごとに１ポイント貯まります。
※永久不滅ポイントは㈱クレディセゾンが提供するサービスです。

・ＰＡＳＭＯオートチャージサービス
ＰＡＳＭＯを改札機にタッチするだけで、チャージ（入金）するサービスです。
・料金割引
プリンスホテルの指定レストラン･バー：５％割引
※ご利用のレストラン・バーにてクレジットでのお支払いのみ適用となります。
ペペ･グランエミオの毎月２０日のご利用：５％割引
※ご請求時に割引となります。一部対象外の店舗･商品がございます。
以 上

