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株主優待制度の変更について 

 

 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株主さまにより一層ご理解･ご利

用いただくことを目的に、株主優待制度の一部を変更することといたしました。 

 

２． 変更内容の概要（下線部が変更箇所）※制度詳細は別添資料をご覧ください。 

（１）「プリンスホテルズ＆リゾーツ無料ペア宿泊券（１泊）」（以下、「ホテル無料ペア宿泊券（１

泊）」といいます）の券種等の変更 

 「電車全線パス」及び「電車・バス全線パス」（株主優待乗車証）を「ホテル無料ペア宿泊

券（１泊）」と引き換える際にお渡しする宿泊券の券種を統一するとともに、宿泊券の枚数

に応じてご利用対象施設をお選びいただけるようにいたしました。 

① 引換後の宿泊券の券種の変更 

乗車証の券種 
変更前（現行制度） 

（引換後の宿泊券の券種） 

変更後 

（引換後の宿泊券の券種） 

電車全線パス 

１枚 

「プリンスホテル」ブランド、「ホ

テル シーパラダイス イン」、「中

国割烹旅館 掬水亭」の「ホテル無

料ペア宿泊券（１泊）」１枚 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

１枚 

電車・バス全線

パス １枚 

「ザ・プリンス」、「グランドプリ

ンスホテル」ブランドの「ホテル

無料ペア宿泊券（１泊）」１枚 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」

２枚 

電車・バス全線

パス ２枚 

「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」

の「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」

１枚 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」

４枚 
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② 利用対象施設の選択 

利用対象施設 必要枚数 

「プリンスホテル」ブランド、「ホテル シーパラダイ

ス イン」、「中国割烹旅館 掬水亭」（１泊） 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

１枚 

「ザ・プリンス」、「グランドプリンスホテル」ブラン

ド（１泊） 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

２枚 

「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」（１泊） 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

４枚 

 

（２）施設利用優待券の変更 

   「選べる！株主さまご優待券」の名称・利用枚数、および「ゴルフ割引券」の優待内容を

下記の通り変更いたします。 

①「選べる！株主さまご優待券」の名称及び利用枚数の変更 

 変更前 変更後 

名称 選べる！株主さまご優待券 1,000円共通割引券 

利用枚数（上限） １会計につき 10枚まで 無し 

 

②「ゴルフ割引券」の優待内容の変更 

 変更前 変更後 

優待内容 【９名さま以下でご利用の場合】 

１名さまにつき1,000円割引いたし

ます。 

【10名さま以上のご利用の場合】 

幹事１名さまのゴルフプレーフィ

ーを無料といたします。加えて、平

日利用の場合は、次回以降、利用可

能な「平日グリーンフィー無料優待

券（１組４名さま）」を１枚プレゼ

ントいたします。 

１名さまにつき 1,000 円割引い

たします。（最大 24 名さままで

利用可能です。） 

 

３． 変更の時期 

2018 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。（2018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 追加発行 

 300株以上 

  1,000株未満 
片道きっぷ 

西武線・ 

西武バス 全線※１ 
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※１ 
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※１ 
30枚 

３年以上継続して 

3,000株以上 

保有した場合 

片道きっぷ５枚追加 

  5,000株以上 

10,000株未満 
片道きっぷ 

西武線・ 

西武バス 全線※１ 
50枚 

10,000株以上 

20,000株未満 
電車全線パス※２ 西武線全線 １枚 

３年以上継続して 

10,000株以上 

保有した場合 

片道きっぷ 10枚追加 

20,000株以上 

40,000株未満 
電車・バス全線パス※２ 

西武線・ 

西武バス 全線※１ 
１枚 

40,000株以上 電車・バス全線パス※２ 
西武線・ 

西武バス 全線※１ 
２枚 

※１ 高速乗合バス、空港連絡バス等一部除外路線があります。 

※２ ｢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）」と引き換

えることができます。 変更  

券種 引換対象 

電車全線パス １枚 「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」１枚 

電車・バス全線パス １枚 「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」２枚 

電車・バス全線パス ２枚 「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」４枚 

施設により、「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」の必要枚数が異なります。「ホテル無料

ペア宿泊券（１泊）」の利用対象施設と必要枚数は、以下のとおりです。 

利用対象施設 必要枚数 

「プリンスホテル」ブランド、「ホテル シーパラダイス 

イン」、「中国割烹旅館 掬水亭」（１泊） 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

１枚 

「ザ・プリンス」、「グランドプリンスホテル」ブランド

（１泊） 
「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

２枚 

「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」（１泊） 

「ホテル無料ペア宿泊券（１泊）」 

４枚 



 

（２） 施設利用優待券 

所有株式数 

① 

1,000 円

共通 

割引券※ 

② 

レストラン 

割引券 

③ 

ゴルフ 

割引券 

④ 

スキーリフト

割引券 

⑤ 

ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ 

割引券 

⑥

埼玉西武ﾗｲｵﾝｽﾞ

主催 

公式戦観戦 

内野指定席

引換券 

⑦ 

ﾒｯﾄﾗｲﾌドーム 

ﾈｯﾄ裏 

ｽﾍﾟｼｬﾙｼｰﾄ

応募券 

300 株以上

1,000 株未満 
○ ○ ○ ○ ○ ― ― 

1,000 株以上 

10,000 株未満 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

10,000 株以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 「選べる！株主さまご優待券」の名称を変更いたしました。 変更  

 

① 1,000円共通割引券（300株以上） 変更  

西武グループのホテル、レストラン、ゴルフ場、プール、スキー場、水族館、遊園地、

温泉でご利用になれる「1,000 円割引券」です。１枚につき１会計 2,000 円（税込）ご

とに、1,000円割引いたします。なお、1会計につき利用できる枚数に上限はございませ

ん。 

対象施設 枚数 備考 

西武グループのホテル 

300株以上 

1,000株未満 

３枚 

 

1,000株以上 

10枚 

左記の中から 

株主さまのお好み

の施設をお選び 

になれます。 

西武グループのレストラン 

西武グループのゴルフ場 

西武グループのプール（としまえん、西武園ゆうえ

んち、大磯ロングビーチ）（※１） 

西武グループのスキー場（※２） 

西武グループの水族館（仙台うみの杜水族館、マク

セル アクアパーク品川、横浜・八景島シーパラダ

イス、箱根園水族館、伊豆・三津シーパラダイス） 

西武グループの遊園地（としまえん、西武園ゆうえ

んち） 

西武グループの温泉（西武秩父駅前温泉 祭の湯、

豊島園 庭の湯、大磯プリンスホテル THERMAL SPA 

S.WAVE、絶景日帰り温泉 龍宮殿本館） 

※１ プールは、５月発送分のみ利用可能です。 

※２ スキーは、11月発送分のみ利用可能です。 

 



 

② レストラン割引券（300株以上一律） 

西武グループのレストランで利用できる割引券です。 

内容 枚数 備考 

レストラン割引券 10枚 １会計につき 10％割引いたします。 

 

③ ゴルフ割引券（300株以上一律） 変更  

西武グループのゴルフ場で利用できる割引券です。 

内容 枚数 備考 

ゴルフ割引券 ２枚 
１名さまにつき 1,000円割引いたします。 

（最大 24名さままでご利用可能です。） 

 

④ スキーリフト割引券（300株以上一律） 

西武グループのスキー場で利用できる割引券です。 

内容 枚数 備考 

スキーリフト割引券 ５枚 
スキーリフト１日券（おとな）を正規料

金から 30％割引いたします。 

※ 11月発送分のみです。 

 

⑤ ウエディング割引券（300株以上一律） 

プリンスホテルの結婚式会場で利用できる割引券です。 

内容 枚数 備考 

ウエディング割引券 １枚 
披露宴のお料理・お飲みもの料金から

５％割引いたします。 

 

⑥ 埼玉西武ライオンズ主催 公式戦観戦 内野指定席引換券（1,000株以上一律） 

埼玉西武ライオンズ主催の公式戦でご利用になれます。 

内容 枚数 備考 

埼玉西武ライオンズ主催 

公式戦観戦  内野指定席引換券 
５枚 

埼玉西武ライオンズ主催の公式戦が対

象です。 

 

⑦ メットライフドーム ネット裏スペシャルシート応募券（10,000株以上一律） 

メットライフドームのネット裏スペシャルシートにて、埼玉西武ライオンズの公式戦観

戦を希望される方はご応募ください。 

内容 枚数 備考 

メットライフドーム  

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。 

 

 

以 上 


