
               

「SEIBU PRINCE CLUB emi カード」 

平成３０年１月２２日 
  

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 」 

２月１日（木）からポイント加算サービスを開始・交換商品のご案内 

 

西武グループでは、訪日外国人のお客さまに向けた会員サービスプログラム「SEIBU PRINCE CLUB emi 」をご提

供しておりますが、２月１日（木）から「プリンスポイント」加算サービスを開始し、貯めたポイントを交換でき

る商品が決定いたしました。また、「プリンスポイント」の加算サービスと併せて、「プリンスポイント エントリー

キャンペーン！」を開催いたします。 

 

 

「SEIBU PRINCE CLUB emi 」は、訪日外国人向けの会員サービスプログラムで、ご入会いただくとプリンスホテ

ルの宿泊ベストレート保証や、全国のゴルフ場やスキー場、ショッピングをはじめ、西武グループの各施設をご利

用の際に、さまざまなご優待・サービスを受けられるものです。 

２月１日（木）より新たに、全国各地の西武グループの施設をご利用いただくことで、ご利用金額によってポイ

ントが貯まる「プリンスポイント」の加算サービスを開始いたします。「プリンスポイント」の加算サービスは、ご

利用金額108円ごとにプリンスポイントが１ポイント貯まり、ポイント数に応じて日本国内のプリンスホテルのご

宿泊券、西武グループ施設でご利用いただける商品お引換券に交換いただけます。 

「プリンスポイント」の加算サービスの開始により、訪日外国人のお客さまに西武グループの施設を繰り返しご

利用いただくとともに、ＣＲＭ活動を推進することによって顧客基盤を充実してまいります。 

 

また、２月１日（木）より開催する「プリンスポイント エントリーキャンペーン！」は、「SEIBU PRINCE CLUB emi 」

の専用Webサイトより、保有している「プリンスポイント」を使ってご希望の賞品にエントリーしていただき、抽

選により当たるものです。また、西武グループ各社でもお得なキャンペーンを実施しており、多くの訪日外国人の

お客さまに西武グループのさまざまな施設へお出かけいただき、日本での滞在がより一層充実したものになるよう、

グループを挙げて努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emi.seibugroup.jp/en/princepoint/


 

「プリンスポイント」の加算サービスについて 

 

１．開始日 

  2018年２月１日（木） 

 

２．ポイント加算レート 

  ご利用金額108円ごとにプリンスポイントを１ポイント加算 

 

３．ポイント交換商品 

 （１）Webサイトで交換 

   商品：プリンスホテル（日本国内のみ）の「ご宿泊券」… 5,000ポイント～ 

    ※交換した「ご宿泊券」は約２～３週間ほどでご登録の送付先住所へお届けいたします。 

 

 （２）プリンスホテル・ペペ・エミオなどに設置のプリポチェッカー（ポイント照会・交換機）で交換 

   商品：西武グループ施設でご利用いただける「商品お引換券」 

「商品お引換券300円分」… 300ポイント 

「商品お引換券400円分」… 400ポイント 

「商品お引換券500円分」… 500ポイント 

    ※プリポチェッカーで交換し発券いたします。 

    ※プリポチェッカー設置施設および稼働時間はWebサイトをご覧ください。 

 

 

「プリンスポイント エントリーキャンペーン！」について 

 

１．開催期間 

  2018年２月１日（木）から 

 

２．キャンペーン内容 

Webサイトのマイページ限定のキャンペーンです。プリンスポイントを使ってエントリーすると、抽選で 

以下の要領通り、豪華ポイントが当たります。 

(１) 2月の賞品：「エントリーポイント 200倍」 

・エントリー期間：2018年２月１日（木）～２月28日（水） 

・必要ポイント数：10ポイント 

・当選賞品：100名さまに2,000ポイントプレゼント 

(２) 3月の賞品：「エントリーポイント 100倍」 

・エントリー期間：2018年３月１日（木）～３月31日（土） 

・必要ポイント数：10ポイント 

・当選賞品：100名さまに1,000ポイントプレゼント 

 

 

 

 

 



 

３．その他 

2018年１月16日から実施中のキャンペーン「SEIBU GROUP's Make You Smile Campaign 2018!」については 

3月31日（土)まで実施しております。 

 

英 語：https://emi.seibugroup.jp/en/privilege/membership_campaign/201801/ 

簡体字：https://emi.seibugroup.jp/zh-cn/privilege/membership_campaign/201801/ 

繁体字：https://emi.seibugroup.jp/zh-tw/privilege/membership_campaign/201801/ 

韓国語：https://emi.seibugroup.jp/ko/privilege/membership_campaign/201801/ 

 

 

●SEIBU PRINCE CLUB emi Webサイト 

英 語：https://emi.seibugroup.jp/en/ 

簡体字：https://emi.seibugroup.jp/zh-cn/ 

繁体字：https://emi.seibugroup.jp/zh-tw/ 

韓国語：https://emi.seibugroup.jp/ko/ 

以上 

ご参考 

【SEIBU PRINCE CLUB emi の特典・サービス一覧】 

会社名 施設名 特典・サービス 

プリンス 

ホテル 

プリンスホテルズ＆リゾー

ツの宿泊施設（ホテル・旅館） 

宿泊ベストレート保証 
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 

お誕生日プレゼント 

（お誕生月のご利用で） 
スイートルームプラン 

レイトチェックアウト 空室ある場合１５時まで可 

英字新聞サービス ※一部宿泊施設を除く 

プリンスゴルフリゾート 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 

プリンススノーリゾート スキー場リフト券料金割引 おとな（中学生以上）：５００円割引 

T・ジョイPRINCE品川 

／T・ジョイSEIBU大泉 
鑑賞料金割引 

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 

軽井沢千ヶ滝温泉 入浴料金割引 おとな：２００円割引、こども：１００円割引 

鬼押出し園 入園料割引 おとな・こども：２００円割引 

箱根 駒ケ岳ロ－プウェー 乗車料金割引 １０％割引 

KOSÉ新横浜スケートセンタ

ー 
アイススケート滑走料金割引 おとな・こども：２００円割引 

箱根園水族館 入館料金割引 おとな：３００円割引、こども：１５０円割引 

西武鉄道 
西武ツーリストインフォメ

ーションセンター池袋 

企画乗車券 

SEIBU 1Day Pass：１，０００円 

SEIBU 2Day Pass：２，０００円 

※西武線全線（多摩川線除く）乗り放題きっぷ 

SEIBU 1Day Pass＋Nagatoro：１，５００円 

SEIBU 2Day Pass＋Nagatoro：３，０００円 

※西武線全線（多摩川線を除く）＋秩父鉄道指定区間 

乗り放題きっぷ 

ノベルティプレゼント 

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 

西武プロパ

ティーズ 

ペペ／ＢＩＧＢＯＸ高田馬

場／軽井沢・プリンスショッ

ピングプラザ 

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 

料金割引 割引またはクーポン割引券をプレゼント 

https://emi.seibugroup.jp/en/privilege/membership_campaign/201801/
https://emi.seibugroup.jp/zh-cn/privilege/membership_campaign/201801/
https://emi.seibugroup.jp/zh-tw/privilege/membership_campaign/201801/
https://emi.seibugroup.jp/ko/privilege/membership_campaign/201801/
https://emi.seibugroup.jp/en/
https://emi.seibugroup.jp/zh-cn/
https://emi.seibugroup.jp/zh-tw/
https://emi.seibugroup.jp/ko/


 

西武レクリ

エーション 

西武園ゆうえんち 

入園料金割引 おとな・こども・シニア：２００円割引 

ワンデーフリーチケット割引 
おとな：３００円割引、こども・シニア：２００円割

引 

入園＋プール割引 おとな・こども・シニア：２００円割引 

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 

西武秩父駅前温泉 祭の湯 入館料金割引 
おとな：５０円割引、こども：平日３０円、土・休日・

特定日４０円割引 

豊島園 

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／夏の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 

横浜八景島 

横浜・八景島シーパラダイス 

ワンデーパス優待料金 

（水族館４施設＋アトラクシ

ョン） 

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 

マクセルアクアパーク品川 入場料金割引 

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 

仙台うみの杜水族館 入館料金割引 

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 

伊豆箱根 

鉄道 

箱根 芦ノ湖遊覧船 乗船料金割引 片道運賃１０％割引 

伊豆・三津シーパラダイス 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 

箱根 十国峠ケーブルカー 乗車料金割引 普通運賃１０％割引 

箱根関所 旅物語館 お抹茶体験 料金割引 ５００円割引 

近江鉄道 

八幡山ロープウエー 乗車料金割引 １０％割引 

賤ヶ岳リフト 乗車料金割引 １０％割引 

びわ湖観光船オーミマリン 乗船料金割引 
２０％割引※彦根港発着の竹生島クルーズ、多景島ク

ルーズ（回遊・上陸コース）のみ適用 

西武 

ライオンズ 
メットライフドーム 

プロ野球公式戦 開催日当日の

入場料金割引 
前売り料金で購入可 

西武バス 
西武高速バス池袋チケット

センター 

特別運賃 
箱根線「プリンスエクスプレス 箱根芦ノ湖」 

片道運賃一律１，０００円(乗降停留所の指定は無し) 

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 

西武 

トラベル 

秩父日帰り・宿泊プラン商品 

（西武トラベル指定商品） 
ご利用でプレゼント 

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 

※特典・サービスについては今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。 


