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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！ 

【2022 年３月 23 日（水）より】 

「プリンスポイント」から「SEIBU Smile POINT」への名称変更にあわせて、より便利に 

 

西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」では、2021 年 12 月 24 日のリリースにてお知らせい

たしましたお会計時のポイント※1 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、2022 年 3 月 23 日（水）より開始いたします。 

 

これまでは、会員の皆さまがお貯めになった一定数のポイントを、当社グループ商品と交換いただいておりました

が、新たに西武プリンスクラブ加盟店でお会計時に【１ポイント＝１円】からご利用可能になります。 

さらに「SEIBU PRINCE CLUB アプリ※2」に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。 

 

クレジットカードを持ち歩く必要がなくなり、お会計時に「ポイント利用」と「クレジットカード決済」がスマートに、

そして便利にご利用いただけます。 

 

「SEIBU PRINCE CLUB」では、ポイント名称に Smile を入れ「SEIBU Smile POINT※3」に変更するこ

とで、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、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。 

 

※1：西武プリンスクラブ加盟店にて、ご利用金額 110 円（税込）につき 1 ポイントが付与されます。 

加盟店一覧はこちら（https://club.seibugroup.jp/princepoint/shop-search/）よりご確認いただけます。 

※2：・2020 年６月のサービス開始以降、アプリ限定のサービス・特典を提供しており、多くの会員さまにご利用いただいてお 

ります。 

・本アプリのご利用推進により、新規カード会員さま向けのプラスチックカードの削減や、商品引換券などのペーパーレス 

化による紙資源使用量の削減などを目指していきます。これからも当社グループでは、「グループビジョン」に基づきご提 

供するサービスを通じて、持続可能な社会の実現に向けた「サステナビリティアクション」を積極的に推進してまいります。 

※3：参照：2022 年２月 21 日 ニュースリリース 

 

詳細は、別紙のとおりです。 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

https://club.seibugroup.jp/princepoint/shop-search/
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/2088543/00.pdf


別 紙 

 

１．お会計時のポイント利用サービスについて 

 （１）開 始 日  2022 年３月 23 日（水） 

  

（２）サービス内容  西武プリンスクラブ加盟店にて、SEIBU Smile POINT※3 を、 

１ポイント１円としてご利用いただけます。 

 

（３）ご利用方法  SEIBU PRINCE CLUB カードのご提示で、SEIBU Smile POINT と 

現金・クレジットカード・電子マネー等を併用したお支払いが可能です。 

 

 

 

 

※下記ステッカーが目印です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

２．「SEIBU PRINCE CLUB アプリ」によるクレジットカード決済について 

（１）開 始 日  2022 年 3 月 23 日（水） 

 

（２）サービス内容  西武プリンスクラブ加盟店にて、スマートフォンを用いたクレジットカード決済がご利用いた 

だけます。 

 

（３）ご利用方法  「SEIBU PRINCE CLUB アプリ」にて、事前にご登録いただいたクレジットカードでの決済

がご利用いただけます。 

ご利用可能なクレジットカードは、以下のとおりです。 

 

ご利用可能な 

クレジットカード 

 

             

SEIBU PRINCE CLUB カード セゾン   SEIBU PRINCE CLUB カード セゾンゴールド 

※VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS を利用いただけます。 

        

今後ご利用可能になる 

クレジットカード 

（2022 年５月を予定）     

【例：500 円の商品をご購入の場合】 

SEIBU Smile POINT 300 ポイントと現金 200 円でお支払いが可能 

【西武プリンスクラブ加盟店ステッカー】 

 



３．新サービス開始に伴うキャンペーンの実施について 

（１）アプリダウンロードキャンペーン 

実施期間：2022 年４月 1 日（金）～24 日（日） 

内 容：新規で「SEIBU PRINCE CLUB アプリ」をダウンロードのうえ、アプリにログインして 

キャンペーンにエントリーしていただくと、抽選で 100 名さまに SEIBU Smile POINT を

1,000 ポイントプレゼントします。 

 

（２）ポイントバックキャンペーン 

実施期間：2022 年４月 25 日（月）～5 月 31 日（火） 

内 容：キャンペーンにエントリーのうえ、会計時に１ポイント以上ご利用された方の中から、 

抽選で 100 名さまに期間中の合計ご利用額の 20％をポイントバックします。 

※上限 10,000 ポイント 

 

エントリー方法を含む上記キャンペーンの詳細につきましては、SEIBU PRINCE CLUB Web サイト等にてお

知らせいたします。 

 

 

４．「ポイント交換商品」について 

（１）「2022 年交換商品」 

2022 年３月 23 日（水）より、西武プリンスクラブ加盟店において、お会計時の【１ポイント＝１円】か

らのご利用開始に伴い、交換してご利用いただく商品につきましては、以下に縮小いたします。 

 

・「商品お引換券（500 円分・1,000 円分）」 

・「＜ｅバウチャー＞商品お引換券」 

・「西武鉄道 特急ラビュー・レッドアロー号 特急券交換券」 

・「西武鉄道 西武線 1 日フリーきっぷ」 

※ご宿泊・お食事・レジャーなどがご利用いただける引換券、およびグルメ・グッズ類の取扱いを終了いたします。 

 

なお、新たな交換商品として、ご交換から１年間ご利用いただける「＜ｅバウチャー＞プリンスホテルズ＆リ

ゾーツご利用券 2,000 円分」をラインナップいたします。 

また、期間限定の交換商品もご用意する予定です。 

詳細につきましては、SEIBU PRINCE CLUB Web サイト等にてお知らせいたします。 

 （SEIBU PRINCE CLUB Web サイト https://club.seibugroup.jp/） 

 

 

 

 

■主なポイント利用・交換

ポイント利用・交換 交換方法 有効期限

＜新設＞ お会計時のポイント利用【1ポイント＝1円】 ー ー

＜新設＞
＜ｅバウチャー＞

プリンスホテルズ＆リゾーツご利用券（2,000円分）
アプリ 発行から1年間

商品お引換券(500円分）
ポイント照会交換機

（旧名称：プリポチェッカー）

商品お引換券(1,000円分）

Webマイページ

アプリ

電話

＜ｅバウチャー＞

商品お引換券（500円分・1,000円分・10,000円分）

Webマイページ

アプリ

＜ｅバウチャー＞

商品お引換券（100円分・300円分・5,000円分）
アプリ

発行から6カ月間

https://club.seibugroup.jp/


※関連リリース 

・2021 年12 月 24 日（金）西武グループの会員サービス「SEIBU PRINCE CLUB」2022 年３月下旬よ

り、お会計時のポイント利用サービスを開始します！～お貯めいただいたポイントは

1 ポイント 1 円としてご利用いただけます～ 

・2022 年２月 21 日（月）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! 2022 年 3 月 23 日

(水)より 

以 上 
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