
株主優待乗車証（全線パス）を
ご利用なさらない方へ

PASMOに移し替えた場合の
４つのメリット

株主優待乗車証（全線パス）を
ご利用にならない方へ

PASMOに移し替えた場合の
4つのメリット

●定期入れなどから取り出さなくても自動改札機にタッチ
　するだけでご利用になれます。
●あらかじめチャージ（入金）されていれば、
　自動改札機にタッチするだけで乗り越し
　運賃を自動的に精算できます。
●万が一紛失しても再発行ができます。
●チャージ（入金）された金額は、電子マネー
　としてお買い物にもご利用になれます。

西武線沿線以外にお住まい等の理由で西武鉄道、西武バス
をご利用になる機会のない方は、
株主優待乗車証（全線パス）を「プリンス
ホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」に
引換えることができますので、ぜひご利用
ください。なお、お引換えになる方は
2020年11月30日（消印有効）までに
お申し込みください。

前回、PASMOへ
移し替えた。

今回、PASMOへ
移し替えようと思う。

プリンスホテルズ
＆リゾーツ

無料ペア宿泊券に
引換える。

「電車全線パス」を
1枚持っている。

「電車・バス全線パス」を
1枚持っている。

「電車・バス全線パス」を
2枚持っている。

乗車証として
利用する。

前回、PASMOへ
移し替えた。

はい

はい

はいはい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

PASMOへ移し替える場合

PASMOへ移し替えない場合

『「プリンスホテルズ＆リゾーツ
無料ペア宿泊券」に引換える場合』

『「プリンスホテルズ＆リゾーツ
無料ペア宿泊券」に引換える場合』

『「プリンスホテルズ＆リゾーツ
無料ペア宿泊券」に引換える場合』

継続される場合
➡ A をご覧ください。
新規に移し替える場合
➡ B をご覧ください。

前回、移し替えをされた場合
➡ C をご覧ください。
そのままご利用される場合
➡ D をご覧ください。

➡ E をご覧ください。

➡ F をご覧ください。

➡ G をご覧ください。

株主優待乗車証（全線パス）の

当社から送付いたしました磁気の株主優待乗車証（全線パス）は、

「PASMO」へ移し替え、または「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」

に引換えることができます。
※「PASMO」の名称は株式会社パスモの登録商標です。

「PASMO※」への移し替えまたは

「プリンスホテルズ＆リゾーツ
 無料ペア宿泊券」への

 お引換えについて
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プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券（1泊）に引換える場合

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」 2枚  でご利用になれる施設

対象施設・プラン内容

対象施設・プラン内容

スタート

お引換え券種

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」 2枚  でご利用になれる施設

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」 4枚  でご利用になれる施設

対象施設E

F

G

対象施設

対象施設

プラン内容

プラン内容

プラン内容

「プリンスホテル」
札幌、釧路、屈斜路、富良野、新富良野、函館大沼、十和田、雫石、
苗場、軽井沢、軽井沢 浅間、嬬恋、万座、万座高原ホテル、志賀高原
東京、品川、新宿、サンシャインシティ、川越、新横浜、
箱根湯の花、箱根仙石原、大磯、鎌倉、下田、名古屋、びわ湖大津、
日南海岸 南郷、ホテル シーパラダイス イン

「旅館」
中国割烹旅館 掬水亭

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」 
「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」「高輪 花香路」
「旅館」三養荘、龍宮殿
「スイートルーム」

 ザ・プリンス 軽井沢、パークタワー東京、さくらタワー東京、箱根芦ノ湖、京都宝ヶ池
 グランドプリンスホテル 高輪、新高輪、広島

「プリンス バケーション クラブ」ヴィラ軽井沢浅間、三養荘

「ザ・プリンス」
軽井沢、パークタワー東京、さくらタワー東京、箱根芦ノ湖、京都宝ヶ池、川奈ホテル

「グランドプリンスホテル」
高輪、新高輪、広島

「プリンス バケーション クラブ」
軽井沢浅間

◎2021年5月31日まで 
※施設により除外日、休館日、改修工事等によるクローズ期間がございますので、詳しくは各施設にお問合せください。
※「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券（1泊）」はお手許に到着次第、ご利用になれます。

「電車全線パス」1枚は

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」

1枚とお引換えになれます

「電車・バス全線パス」1枚は

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」

2枚とお引換えになれます

「電車・バス全線パス」2枚は

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」

4枚とお引換えになれます

「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」の使用枚数に応じて、ご利用になれる施設が異なります。詳しくは下記　　　　　　　　　　 をご覧ください。

◎1室2名さま1泊無料ご招待。
◎1泊室料、朝食付き。 
◎予約方法:事前に無料ペア宿泊券にお引換えのうえ、
　ご利用の前日までに、券面記載のお問合せ先までお電話ください。

※ご予約の際、宿泊券をご利用の旨、お申し付けください。

◎1室2名さま1泊無料ご招待。 
◎「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」、「高輪 花香路」、上記「スイートルーム」:1泊室料、朝食付き。
◎「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」:1泊室料、センターハウスでは時間帯により朝食・軽食・オードブ

ル・ドリンク各種を滞在中ご自由にご利用になれます（一部有料）。
　※2泊以上からご予約を承っております。

◎「三養荘」、「龍宮殿」、「プリンス バケーション クラブ 三養荘」:1泊室料、夕食、朝食付き。
◎予約方法:事前に無料ペア宿泊券にお引換えのうえ、ご利用の前日までに、券面記載のお問合

せ先までお電話ください。　※ご予約の際、宿泊券をご利用の旨、お申し付けください。

◎1室2名さま1泊無料ご招待。
◎1泊室料、朝食付き。
◎予約方法:事前に無料ペア宿泊券にお引換えのうえ、
　ご利用の前日までに、券面記載のお問合せ先までお電話ください。

※ご予約の際、宿泊券をご利用の旨、お申し付けください。

※次回以降も継続して「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」をご希望された方には、次回以降の基準日に所定の株式数を保有されている場合、直接「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア
宿泊券」をご送付いたします。

※何らかの事由により申込用紙および株主優待乗車証（全線パス）が当社に到着しなかった場合については、当社は一切責任を負いかねます。簡易書留等のご利用をお勧めいたします。

■ご利用上のご注意

■お引換え方法

■有効期限

〈申込用紙〉下記の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、切り取り線でお切りください。

①申込用紙に必要事項をご記入のうえ、お手許の株主優待乗車証（全線パス）を同封し、下記の宛先にご送付ください。
　〈宛先〉 〒171-0022　東京都豊島区南池袋1-16-15　株式会社西武ホールディングス 株式担当 行

※お申し込みは、2020年11月30日消印まで有効といたします。
※何らかの事由により申込用紙および株主優待乗車証（全線パス）が当社に到着しなかった場合については、当社は一切責任を負いかねます。簡易書留等のご利用をお

勧めいたします。
②当社株式担当より「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」をご送付いたします。

※株主さまの申込用紙到着後、内容を確認のうえ、1週間程度で株主さまのお手許にお届けいたします。
③ご希望の施設をご予約のうえ、宿泊日当日にチェックインの際に「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」を係員にお渡しください。

※ご予約の際、「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」をご利用になる旨をお伝えください。

お名前

ご住所

お電話番号（日中のご連絡先）

次回以降も継続して「プリンスホテルズ＆
リゾーツ無料ペア宿泊券」を希望する はい　　・　　いいえ

（  切  り  取  り  線  ）

●ご予約状況により、宿泊券をご利用になれない場合がございます。
●施設により、ご利用になれるお部屋タイプが異なります。
●部屋タイプ・利用除外日については、西武ホールディングスWebサイト「株主優待」ページをご覧ください。
●施設により、別途入湯税等を頂戴する場合がございます。
詳しくは、ご利用される施設にお問合せください。 

三養荘三養荘

1枚

2枚

4枚

グランドプリンスホテル新高輪グランドプリンスホテル新高輪

新富良野プリンスホテル新富良野プリンスホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



池袋・大泉学園・所沢・西武新宿・高田馬場・田無

西武線各駅（小竹向原を除く）　※東吾野・正丸・遊園地西・西武園は、一部の時間帯はご利用になれません。

移し替え取扱い箇所

●定期券発売窓口（平日7時〜20時・土休日10時〜18時）（2020年10月1日現在）

●「定期券」表示のある自動券売機（初電〜終電）（2020年10月1日現在）

お問合せ先

ご注意事項

株主優待制度についてご不明な点は、株式担当までお問合せください。
株式会社西武ホールディングス　株式担当

フリーダイヤル 0120-72-2586      TEL.03-6709-3102

何らかの事由により申込用紙および株主優待乗車証（全線パス）が当社に到着しなかった場合については、当社は一切責任を負いか
ねます。「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券」をお申し込みの際には、簡易書留等のご利用をお勧めいたします。

■PASMOに関するご利用上のご注意、詳しいご利用方法、機能その他につきましては、駅に備えつけの
「PASMOご利用案内」をご覧いただくか、駅係員にお問合せください。その他の取扱いは、当社グループ関
係各社で定める規程によります。  
※乗り越して西武線以外の駅で降車される場合、磁気の株主優待乗車証（全線パス）とPASMOに移し替えた株主優待乗車証で、精算額が異なることがございます。詳しく

は駅係員にお問合せください。

■前回、移し替えをされた場合でも、これまでどおり磁気の株主優待乗車証（全線パス）を送付いたしま
す。PASMOへの移し替えは自動更新ではございませんので、その都度、株主さまご自身での移し替えを

　お願いいたします。

A

B

PASMOへ移し替える場合

当社から送付いたしました磁気の株主優待乗車証（全線パス）をそのままご利用ください。

前回、移し替えをされた場合

そのままご利用される場合

「株主優待乗車証（電車・バス全線パス）」で西武バスをご利用されるとき 

C

D

〈注意事項〉

PASMOへ移し替えない場合

①あらかじめ記名PASMOをご購入ください。その際、デポジット〈預り金〉として500円が必要となります
　（記名PASMOを既にお持ちの場合は必要ありません）。なお、デポジットは株主さまのご負担となります。 
②PASMOへの移し替えは裏表紙に記載されている移し替え取扱い箇所にてお取扱いいたします。 
③記名PASMO券面には、「株主優待乗車証 電車全線」あるいは「株主優待乗車証 電車・バス全線」と印字されます。 
④記名PASMOへの移し替え手続きの際に、磁気の株主優待乗車証（全線パス）は回収いたします。 

①記名PASMOへ移し替えた後は、記名人の方以外はご利用になれなくなります。ご家族など、複数の方がご利用される場合には、移し替えをせ
ずに送付いたしました磁気の株主優待乗車証（全線パス）をそのままご利用ください。

②磁気の株主優待乗車証（全線パス）の記名人と、移し替える記名PASMOの記名人が同一でなくても、移し替えることは可能ですが、これに伴う
株主優待乗車証の権利を巡る紛争等については、当社は一切責任を負いかねます。 

③記名PASMOへ移し替えた後は、磁気の株主優待乗車証（全線パス）に戻すことはできません。 
④株主優待乗車証を移し替えた記名PASMOへは、別の鉄道の定期券情報を付加することはで

きません。
⑤次のPASMOへは移し替えることができません。 
　・ 無記名PASMO
　・ 小児用PASMO
　・ 一体型PASMO（クレジットカード等と一体となっているPASMO）
　・ 既に鉄道の定期券情報が付加されている記名PASMO（PASMO定期券）
　・ モバイルPASMO
　・ PASMO PASSPORT
⑥PASMO以外のICカード乗車券へは移し替えることはできません。

継続される場合

新規に移し替える場合

〈移し替え方法〉

〈移し替え方法〉

〈注意事項〉

〈注意事項〉

①前回移し替えたPASMOと当社から送付いたしました磁気の株主優待乗車証（全線パス）をご用意ください。 
②PASMOへの移し替えは裏表紙に記載されている移し替え取扱い箇所にてお取扱いいたします。 
③PASMOへの移し替え手続きの際に、磁気の株主優待乗車証（全線パス）は回収いたします。

継続処理は同一券種のみのお取扱いとなります。券種が異なる場合は継続での対応はできませんのでご注意ください。この場合、前回移し替えた
PASMOの期限が切れてから、改めて　 新規に移し替える場合の手続きをしてください。 
　　　　　　　　　　　　　  　 例：　○前回「電車全線」⇒今回「電車全線」 　　　   　×前回「電車全線」⇒今回「電車・バス全線」 

B

当社から送付いたしました磁気の株主優待乗車証（全線パス）をそのままご利用ください。なお、前回移し替えをされ、有効期限が過ぎた株主
優待乗車証は、西武鉄道各駅（小竹向原駅を除く）にて、券面を消去することができます。期限切れの株主優待乗車証を消去していない状態
で、紛失等によりPASMOの再発行が必要となった場合には、西武鉄道各駅（小竹向原駅を除く）以外では再発行できませんのでご注意くださ
い。期限切れ株主優待乗車証は、券面を消去することをお勧めいたします。

①株主優待乗車証を移し替えた記名PASMOは、料金機の読み取り部にタッチしないでください。 
②「株主優待乗車証 電車・バス全線」と印字された券面を乗務員にはっきりと呈示してください。その際に料金機の読み取り部に近づけ過

ぎますと、チャージ（SF残額）から運賃を差し引かれる場合がありますのでご注意ください。 
③西武鉄道全線および西武バス全線（一部除外路線あり）に限り有効です。 　　　
【除外路線】　

深夜急行バス、高速乗合バス、空港連絡バス、自治体等により委託を受けて運行している路線（コミュニティバス）、立川駅南口・川越駅西口～三井アウトレットパーク線、イオン
モール東久留米シャトルバス、飯能駅北口・東飯能駅東口～メッツァ線、メットライフドーム線、イベント開催時の臨時バス、西武観光バス（秩父・軽井沢・万座・草津地区）の路線
全線など。

④深夜バスにご乗車の際は、別途深夜バス運賃の半額が必要となります。

他社
定期券


