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株主優待制度の拡充について 

 

 当社では、下記のとおり、株主優待制度の一部を変更することといたしましたのでお知らせ  

いたします。 

記 

１． 変更の理由 

  当社株式の魅力をより高めるとともに、当社グループ施設をより一層ご理解･ご利用いただく

ことを目的に、株主優待制度の拡充をすることにいたしました。 

 

２． 変更の内容（詳細は別紙をご覧ください。） 

（１） 株主優待制度発行基準の引き下げ 

株主優待の発行基準を３００株以上に引き下げます。 

３００株以上１，０００株未満所有の株主さまの優待内容は、「株主優待乗車証（片道   

きっぷ）２枚」、「株主さま限定プラン」、「施設利用割引券」となります。 

 

（２） 株主優待乗車証の拡充 

① 株主優待乗車証（片道きっぷ） 

（ア） 発行基準の引き下げおよび発行枚数の増加 

所有株式数 変更前 変更後 

３００株以上  １，０００株未満 ― ２枚（新設） 

３，０００株以上  ５，０００株未満 ２０枚 ３０枚（１０枚追加） 

５，０００株以上１０，０００株未満 ３０枚 ５０枚（２０枚追加） 

 

（イ） 利用範囲の拡充 

株主優待乗車証（片道きっぷ）は、西武線全線でのご利用に加えて、西武バス（※）

でもご利用可能になります。 

※西武バスについては、「片道きっぷ」、「全線パス」ともに深夜急行バス、高速乗合

バス、空港連絡バスなど一部ご利用いただけない路線がございます。 

変更前 変更後 

西武線全線 西武線・西武バス全線 
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 （コード番号 ： ９０２４ 東証一部） 
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② 株主優待乗車証（電車全線パス、電車・バス全線パス） 

（ア）発行基準の引き下げおよび発行枚数の増加 

所有株式数 変更前 変更後 

１０，０００株以上 

２０，０００株未満 
片道きっぷ ５０枚 電車全線パス １枚 

２０，０００株以上 

４０，０００株未満 
電車全線パス １枚 電車・バス全線パス １枚 

４０，０００株以上 電車・バス全線パス １枚 電車・バス全線パス ２枚 

※電車全線パスは西武線全線、電車・バス全線パスは西武線全線と西武バス全線でご利

用いただけます。 

 

   （イ）「全線パス」と「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」の引換え 

    「電車全線パス」、「電車・バス全線パス」と「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」がお引き

換えできるようになります。 

券種 引換対象 

電車全線パス １枚 「プリンスホテル」ブランドの無料ペア宿泊券（１泊） 

電車・バス全線パス １枚 
「ザ・プリンス」、「グランドプリンス」ブランドの無料  

ペア宿泊券（１泊） 

電車・バス全線パス ２枚 
「スイートルーム」、「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」、  

「旅館」の無料ペア宿泊券（１泊） 

 

（３） 施設利用優待券の拡充 

① 埼玉西武ライオンズ内野指定席引換券の対象試合の拡充 

１，０００株以上所有の株主さまへの内野指定席引換券の対象試合を、これまでは西武

ドームで開催される公式戦に限定しておりましたが、西武ライオンズが主催するすべて

の公式戦に拡充し、県営大宮球場などの公式戦でもお引き換えできるようになります。 

② 西武ドームネット裏スペシャルシート応募券の新設 

１０，０００株以上所有の株主さまに、西武ドームで開催される埼玉西武ライオンズの

公式戦をネット裏スペシャルシートでご観戦いただける応募券を新設いたします。応募

者の中から毎試合抽選で１組４名さまを無料でご招待いたします。 

③ 「選べる！株主ご優待」の新設 

「としまえん」、「西武園ゆうえんち」の共通入園券･共通のりもの券の代替として、あら

たに１，０００株以上所有の株主さまに西武グループのホテル､レストラン､ゴルフ場､ 

遊園地（※としまえん、西武園ゆうえんちが対象となります）、スキー場などでご利用  

いただける優待券「選べる！株主ご優待」(半期で２枚)を新設いたします｡この券では､ 

｢ホテルご宿泊の方に朝食１名さま分無料」､｢レストランで２名さま以上ご利用の方に 

ランチ 1 名さま分無料」、｢ゴルフ場でプレーされる方にランチ 1 名さま分無料」などの

ご優待プランの中から株主さまのお好みのものをお選びいただけます。 



④ 「株主さま限定プラン」および「施設利用割引券」の発行基準の引き下げ 

｢株主さま限定プラン｣および「施設利用割引券」の発行基準を３００株以上に引き下げ

ます。 

 

３． 変更の時期 

２０１４年９月３０日の基準日に株主名簿に記録された株主の皆さまへの株主優待から 

実施いたします。（２０１４年１１月中旬に発送予定） 

 

以 上 



（別紙） 

株式会社西武ホールディングスの株主優待制度について 

 

１． 基準日 

３月３１日および９月３０日の年２回 

 

２． 株主優待の内容                      ※下線部が変更箇所 

（１） 株主優待乗車証 

所有株式数 優待乗車証の種別 乗車区間 枚数 

   ３００株以上 

  １，０００株未満 
片道きっぷ 

西武線・西武バス 

全線 
２枚 

  １，０００株以上 

  ３，０００株未満 
片道きっぷ 

西武線・西武バス 

全線 
１０枚 

  ３，０００株以上 

  ５，０００株未満 
片道きっぷ 

西武線・西武バス 

全線 
３０枚 

  ５，０００株以上 

１０，０００株以上 
片道きっぷ 

西武線・西武バス 

全線 
５０枚 

１０，０００株以上 

２０，０００株未満 
電車全線パス 西武線全線 １枚 ※ 

２０，０００株以上 

４０，０００株未満 
電車・バス全線パス 

西武線・西武バス 

全線 
１枚 ※ 

４０，０００株以上 電車・バス全線パス 
西武線・西武バス 

全線 
２枚 ※ 

※｢電車全線パス」、｢電車・バス全線パス」は、｢ホテル無料ペア宿泊券(１泊）」とお引き換え

ができます。 

券種 引換対象 

電車全線パス １枚 「プリンスホテル」ブランドの無料ペア宿泊券（１泊） 

電車・バス全線パス １枚 
「ザ・プリンス」、「グランドプリンス」ブランドの無料  

 ペア宿泊券（１泊） 

電車・バス全線パス ２枚 
「スイートルーム」、「ザ・プリンス ヴィラ軽井沢」、「旅館」

の無料ペア宿泊券（１泊） 

 

  



（２） 施設利用優待券 

所有株式数 

①西武ﾄﾞｰﾑ 

ﾈｯﾄ裏ｽﾍﾟｼｬﾙ

ｼｰﾄ応募券 

②埼玉西武ﾗｲｵﾝｽﾞ

内野指定席 

引換券（※） 

③選べる！ 

株主ご優待 

④株主さま 

限定プラン 

⑤施設利用 

割引券 

300 株以上 

1,000 株未満 
― ― ― ○ ○ 

1,000 株以上 

10,000 株未満 
― ○ ○ ○ ○ 

10,000 株以上 ○ ○ ○ ○ ○ 

※西武ライオンズ主催の公式戦 

 

① 西武ドーム ネット裏スペシャルシート応募券（１０，０００株以上一律）※新設 

西武ドームで開催される埼玉西武ライオンズの公式戦をネット裏スペシャルシートで 

ご観戦いただける応募券を新設いたします。 

内容 枚数 備考 

西武ドーム  ネット裏スペシャル  

シート応募券 
１枚 

応募者の中から毎試合抽選で１組４名

さまを無料でご招待いたします。 

 

② 西武ライオンズ主催の公式戦観戦 内野指定席引換券（１，０００株以上一律）※拡充 

西武ライオンズ主催のすべての公式戦でご利用いただけます。 

なお、西武ドームで開催される公式戦は、「内野指定 A 席」とお引き換えいたします。 

内容 枚数 備考 

西武ライオンズ主催の公式戦観戦  

内野指定席引換券 
５枚 

西武ライオンズ主催のすべての公式戦

が対象になります。 

 

  



③ 選べる！株主ご優待（１，０００株以上一律）※新設 

西武グループのホテル、レストラン、ゴルフ場、遊園地、スキー場でご利用いただける

優待券「選べる！株主ご優待」を新設いたします。 

本券１枚でご利用いただける内容 枚数 備考 

ホテルプラン「ホテルご宿泊の方に朝食１名さま分 

無料（※１）」 

２枚 

左記の中から株主

さまのお好みのプ

ランをお選びいた

だけます。 

レストランプラン「レストランで２名さま以上ご利用

の方にランチ１名さま分無料」（※２）など 

ゴルフ場プラン「ゴルフ場でプレーされる方にランチ

１名さま分無料」 

遊園地プラン「フリーパス券を１枚以上ご購入の場合、

フリーパス券１枚プレゼント」（※としまえん、西武園

ゆうえんちが対象） 

スキー場プラン「１日リフト券を１枚以上ご購入の  

場合、１日リフト券１枚プレゼント」（※３） 

※１｢プリンスホテル｣ブランドでは、本券１枚につき朝食券２枚とお引き換えいただけます。 

※２ 本券２枚で、ディナーでもご利用いただけます。（２名さま以上でご利用の方にディナー

１名さま分無料） 

※３ スキー場プランは１１月発送分のみになります。５月発送付分は「プールプラン」を   

ご案内いたします。 

 

④ 株主さま限定プラン（３００株以上一律）※拡充 

３００株以上所有の株主さま限定になります。 

内容 枚数 備考 

ホテル宿泊プラン １枚 

株主さまの限定プラン（ホテル宿泊、   

レストラン、ゴルフ場、スキー場、      

プール）をご利用いただけます。 

レストランプラン １枚 

ゴルフ場プラン １枚 

スキー場プラン（１１月発送分のみ） １枚 

プールプラン（５月発送分のみ） １枚 

 

  



⑤ 施設利用割引券（３００株以上一律）※拡充 

下記の対象施設から株主さまがご自由に選択し、ご利用いただけます。（共通割引券の 

発行枚数は３０枚） 

＜対象施設＞ 

セグメント 対象施設 割引率・額 

ホテル宿泊 
西武グループのホテル・旅館（ルームチャージ

または１泊２食付の正規料金）の割引 
２０～４０％ 

レストラン・バー 西武グループのレストラン・バーの割引 １０％ 

ゴルフ場 プリンスホテルのゴルフ場 プレー料金の割引 1,000 円引 

遊園地 

横浜・八景島シーパラダイス 「ワンデーパス」

の割引 
850 円引 

西武園ゆうえんち 「ワンデーフリーチケット」、

としまえん 「のりもの１日券」の割引 
３０％ 

水族館 

横浜･八景島シーパラダイス「アクアリゾーツパス」､

エプソン品川アクアスタジアム、箱根園水族

館 、伊豆・三津シーパラダイス 入場料の割引 

300 円～600 円引 

温泉 

豊島園 庭の湯 入館料、立ち寄りの湯 軽井沢 

千ヶ滝温泉 入浴料の割引 
300 円～720 円引 

ザ･プリンス 箱根「蛸川温泉 箱根 湖畔の湯」、

箱根 湯の花温泉ホテル「温泉露天風呂」の  

平日「温泉＆ランチ」プランの割引 

２０％ 

リゾート・シネマ 

品川プリンスシネマ 入館料、鬼押出し園 入園料

の割引 
200 円引 

箱根 芦ノ湖遊覧船（定期航路）、箱根 十国峠  

ケーブルカー、箱根 駒ヶ岳ロープウェーの運賃

の割引 

約３０％ 

スキー場 

（11月発送分のみ） 
西武グループのスキー場 リフト１日券の割引 1,000 円引 

プール 

（5 月発送分のみ） 

「大磯ロングビーチ」、「西武園ゆうえんち」、 

「としまえん」のプール入場券の割引 
３０％ 

※ 大人料金・運賃の割引率・額を表示しております。 

※ 料金・割引率・額は変更することもございます。 

※ 株主優待の内容の詳細は、当社ホームページをご覧ください。 

http://www.seibuholdings.co.jp/ir/stock/benefit/ 

以 上 

http://www.seibuholdings.co.jp/ir/stock/benefit/

