
平成２９年７月３１日 

  

各  位 

株式会社西武ホールディングス 

 

西武グループ 滋賀エリアで地域との連携によりインバウンド誘客を強化 

・滋賀エリアの観光ルートを造成し、その内容を紹介する外国語パンフレットを制作 

・訪日外国人向け会員サービスプログラム「SEIBU PRINCE CLUB emi」の特典のご提供を 

西武グループ施設外で初めて実施 

 

西武グループでは訪日外国人の誘客を目的に、滋賀エリアで事業を営む近江鉄道、びわ湖大津プリ

ンスホテルが中心となって、地域の名所や観光地、地元の方々と連携し、エリアとしての魅力を訴求

してまいります。具体的には、観光ルートを造成し外国語パンフレットの制作を行うなど、様々な誘

客施策を展開いたします。詳細は下記のとおりです。 

 

記 

 

滋賀エリアの観光ルートを造成し、その内容を紹介する外国語パンフレットを制作 

西武グループは滋賀エリアにおいて、近江鉄道グループの電車、バス、びわ湖観光船、観光ロープ

ウェーや、プリンスホテルのびわ湖大津プリンスホテルなど、複数の事業を展開しておりますが、こ

れらのグループ施設・サービスに加え、グループ外の地元観光施設や地域の飲食店等と連携し、訪日

外国人向けの観光ルートを造成いたしました。グループ外の施設と連携することで、「泊まる・見る・

遊ぶ・食べる・買う」といった一連の旅の楽しみ方をご提案するとともに、エリアの魅力を存分に体

感いただける内容となっております。 

観光ルートをご紹介するために、滋賀エリアを紹介する中国語（繁体字）の外国語パンフレットを

制作し、西武グループの多言語サイト内においては、滋賀エリアを紹介する Webページも開設いたし

ました。今後は海外で開催される旅行博での当パンフレットの配布や、掲載内容を海外の旅行雑誌へ

展開するなど、西武グループが率先して滋賀エリアの認知度拡大および各施策を展開してまいります。

また、その他の言語も順次展開してまいります。 

 

訪日外国人向け会員サービスプログラム「SEIBU PRINCE CLUB emi」の特典のご提供を、 

西武グループ施設外で初めて実施 

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、地域との連携施策の一環として、2017年７月 1日（土）より、滋賀エリア

のグループ外施設で本カードをご提示いただくと、割引やソフトドリンクのサービス、景品プレゼン

トなど様々な特典・サービスをご提供いたします。 

なお、西武グループ施設以外での特典・サービスのご提供は滋賀エリアが初めての取り組みです。

観光ルートと併せて本カードの特典・サービスを PR することで、滋賀エリアの魅力発信をさらに強

化いたします。 

 

 

 

八幡伝統的建造物群保存地区 SEIBU PRINCE CLUB emi カード 

http://www.seibugroup.jp/zh-tw/seasons/shiga/


 

＜滋賀エリアの観光ルートで紹介している観光地・施設・サービス＞ 

 

 名称 SEIBU PRINCE CLUB emi カード 

特典・サービス例 

グループ外 

 

彦根城（彦根市） ― 

夢京橋あかり館（彦根市） 2,000 円以上のご利用で粗品をプレゼント 

麺匠ちゃかぽん（彦根市） お食事の際にウーロン茶を一杯サービス 

 

多賀大社（犬上郡多賀町） ― 

糸切餅総本家 多賀や（犬上郡多

賀町） 

商品ご購入時に会計より 10％割引 

水郷のさと まるやま（近江八幡

市） 

貸切船料金 400 円割引 

定期船料金 100 円割引 

レストランティファニー（近江八

幡市） 

お食事の際にソフトドリンクサービス 

八幡伝統的建造物群保存地区 

（近江八幡市） 

― 

ティースペース茶楽（近江八幡

市） 

ご利用の際に会計より５％割引 

比叡山 延暦寺（大津市） ― 

日吉大社（大津市） ― 

なぎさ WARMS（大津市） ご利用の際に会計より５％割引 

びわこバレイ（大津市） ロープウェー往復乗車券 300 円割引（おとな） 

近江神宮（大津市） ― 

三井寺（大津市） ― 

CAFE INTRO（草津市） ご利用の際に会計より 10％割引 

西武グループ 

 

びわ湖大津プリンスホテル（大津

市） 

宿泊ベストレート保証 他 

オーミマリン彦根港（彦根市） 

竹生島クルーズ 

乗船料金 20％割引 

八幡山ロープウェー（近江八幡

市） 

乗車料金 10％割引 

水生植物公園みずの森（草津市） ハスソフト 100 円割引 

びわこ文化公園 茶室 夕照庵（大

津市） 

呈茶セット 50円割引 

※「SEIBU PRINCE CLUB emi カード」の特典・サービスについては、対象施設をご利用の際にカード

をご提示いただくと特典が受けられます。 

※特典内容は、内容を変更する場合がございます。 

  



（ご参考①） 

「SEIBU PRINCE CLUB emiカード」を利用する滋賀エリアでの観光ルート 

 

①滋賀県を代表とするお城と神社を巡る旅（彦根エリア） 

大津駅⇒彦根駅⇒彦根城⇒夢京橋キャッスルロード⇒夢京橋あかり館【カード特典あり】⇒麺匠ち

ゃかぽん【カード特典あり】⇒彦根駅⇒多賀大社前駅⇒多賀大社⇒糸切餅総本家 多賀や【カード特

典あり】⇒多賀大社前駅⇒彦根駅⇒大津駅 

 

②伝統的な街並みと水郷を体感する旅（近江八幡エリア） 

大津駅⇒近江八幡駅⇒水郷のさと まるやま【カード特典あり】⇒レストランティファニー【カー

ド特典あり】⇒伝統的建造物群保存地区⇒八幡山ロープウェー【カード特典あり】⇒ティースペース

茶楽【カード特典あり】⇒近江八幡駅⇒大津駅 

 

③びわ湖と比叡山 滋賀の自然を感じる旅（大津エリア） 

錦駅⇒坂本駅／ケーブル坂本駅⇒ケーブル延暦寺駅⇒比叡山延暦寺⇒ケーブル延暦寺駅⇒ケーブ

ル坂本駅⇒日吉大社⇒坂本駅⇒石場駅⇒なぎさ WARMS【カード特典あり】⇒びわ湖大津プリンスホテ

ル 

 

④ぐるっと大津サイクリング旅 ～神社仏閣めぐり・湖畔ピクニック・茶道体験～ 

びわ湖大津プリンスホテル⇒近江神宮⇒三井寺⇒CAFE INTRO【カード特典あり】⇒水生植物公園み

ずの森【カード特典あり】⇒びわこ文化公園 茶室 夕照庵【カード特典あり】⇒びわ湖大津プリンス

ホテル 

 

■滋賀エリア紹介ページ URL http://www.seibugroup.jp/zh-tw/seasons/shiga/ 

以上 

 

  

夢京橋あかり館 水郷のさと まるやま 

なぎさ WARMS CAFE INTRO 

http://www.seibugroup.jp/zh-tw/seasons/shiga/


（ご参考②） 

「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、全国に広がるゴルフ場やスキー場、ショッピングを

はじめ、当社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。 

 

【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 

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 

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：２０

０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 

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 １回５００円割引 



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 

 

 

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 

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:２０

０円割引、幼児:１００円割引 

※ご本人を含む５名さままで適用 

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 

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 

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 

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 

彦根港オーミマリン 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 

※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。 

 

 


