
OHS 鉄道パス料⾦表 2017 1-Apr UPDATED

♦ ユーレイルセレクトパス 3か国選択 ♦ユーレイルスカンジナビアパス
※下の表に記載されている24ヵ国の中から隣接する3ヵ国が選べるパスです。 ※デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド

利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース
利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース 1等 ¥33,800 ¥28,900 ¥27,200

1等 ¥30,400 ¥26,000 ¥24,400 2等 ¥27,200 ¥23,300 ¥22,100
2等 - - ¥20,000 1等 ¥39,200 ¥33,300 ¥31,400
1等 ¥33,700 ¥28,900 ¥27,200 2等 ¥31,400 ¥26,800 ¥25,700
2等 - - ¥22,300 1等 ¥43,900 ¥37,400 ¥35,200
1等 ¥39,200 ¥33,500 ¥31,500 2等 ¥35,200 ¥30,000 ¥28,800
2等 - - ¥25,800 1等 ¥55,700 ¥47,400 ¥44,800

♦ ユーレイルグローバルパス 1等 ¥44,000 ¥37,500 ¥35,400 2等 ¥44,800 ¥38,000 ¥36,400
利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース 2等 - - ¥28,900

1等 ¥75,200 ¥64,100 ¥60,400 ♦ユーレイル1カ国パス
2等 - - ¥49,200 1等 ¥43,000 ¥36,600 ¥34,600
1等 ¥96,800 ¥82,500 ¥77,600 2等 - - ¥28,200 ⑦ ユーレイル スウェーデンパス
2等 - - ¥63,200 1等 ¥47,500 ¥40,600 ¥38,300 ⑧ ユーレイル スペインパス
1等 ¥118,800 ¥101,100 ¥95,300 2等 - - ¥31,200 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース
2等 - - ¥77,500 1等 ¥55,300 ¥47,200 ¥44,500 1等 ¥29,100 ¥24,800 ¥23,400
1等 ¥167,600 ¥142,500 ¥134,200 2等 - - ¥36,200 2等 ¥23,400 ¥20,000 ¥19,100
2等 - - ¥109,100 1等 ¥62,500 ¥53,300 ¥50,200 1等 ¥34,600 ¥29,500 ¥27,700
1等 ¥206,400 ¥175,600 ¥165,300 2等 - - ¥40,900 2等 ¥27,700 ¥23,700 ¥22,700
2等 - - ¥134,500 1等 ¥39,200 ¥33,300 ¥31,400

1等 ¥49,500 ¥42,200 ¥39,800 2等 ¥31,400 ¥26,800 ¥25,700
♦  ユーレイルグローバルパスフレキシー 2等 - - ¥32,400 1等 ¥51,400 ¥43,700 ¥41,200

利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース 1等 ¥54,700 ¥46,500 ¥43,900 2等 ¥41,200 ¥35,100 ¥33,600
1等 ¥58,900 ¥50,200 ¥47,300 2等 - - ¥35,900
2等 - - ¥38,500 1等 ¥63,900 ¥54,400 ¥51,200 ⑨ ユーレイル アイルランドパス
1等 ¥71,800 ¥61,100 ¥57,600 2等 - - ¥41,800 ⑩ ユーレイル イタリアパス
2等 - - ¥46,900 1等 ¥71,800 ¥61,100 ¥57,600 ⑪ ユーレイル オーストリアパス
1等 ¥88,400 ¥75,400 ¥70,900 2等 - - ¥46,900 ⑫ ユーレイル フィンランドパス
2等 - - ¥57,800 選ぶ国のポイントの合計によって該当料⾦が変わりますので下⼀覧をご参照ください。 ⑬ ユーレイル ベネルクスパス （ベルギー・オランダ・ルクセンブルク）
1等 ¥115,900 ¥98,700 ¥92,900 ㊲ ユーレイル フランスパス
2等 - - ¥75,600 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース

1等 ¥24,900 ¥21,400 ¥20,100
2等 ¥20,100 ¥17,200 ¥16,400
1等 ¥30,000 ¥25,600 ¥24,100

※ポイントは変動する場合がございます。 2等 ¥24,100 ¥20,600 ¥19,700
お申込みの前に必ず料⾦をお問い合わせ下さい 1等 ¥34,600 ¥29,500 ¥27,700

2等 ¥27,700 ¥23,700 ¥22,700
1等 ¥46,700 ¥39,700 ¥37,400
2等 ¥37,400 ¥31,900 ¥30,500

⑭ ユーレイル ノルウェーパス
利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース
3日(1ヶ月) 2等 ¥23,400 ¥20,000 ¥19,100
4日(1ヶ月) 2等 ¥27,700 ¥23,700 ¥22,700
5日(1ヶ月) 2等 ¥31,400 ¥26,800 ¥25,700
8日(1ヶ月) 2等 ¥41,200 ¥35,100 ¥33,600

⑮ ユーレイル デンマークパス
♦ ユーレイルセレクトパス 2か国選択 ⑯ ユーレイル スロバキアパス
※2か国の組み合わせは下記をご参照ください。 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース

1等 ¥20,900 ¥17,800 ¥16,800
利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース 2等 ¥16,800 ¥14,400 ¥13,800

1等 ¥24,900 ¥21,300 ¥20,100 ♦ ユーレイルセレクトパス 4か国選択 1等 ¥25,400 ¥21,800 ¥20,500
2等 ¥20,100 ¥17,200 ¥16,600 ※下の表に記載されている24ヵ国の中から隣接する4ヵ国が選べるパスです。 2等 ¥20,500 ¥17,400 ¥16,800
1等 ¥28,000 ¥23,900 ¥22,500 1等 ¥29,500 ¥25,200 ¥23,800
2等 ¥22,500 ¥19,400 ¥18,500 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース 2等 ¥23,800 ¥20,400 ¥19,500
1等 ¥31,000 ¥26,600 ¥25,100 1等 ¥32,600 ¥27,900 ¥26,200 1等 ¥41,100 ¥35,000 ¥32,900
2等 ¥25,100 ¥21,400 ¥20,500 2等 - - ¥21,500 2等 ¥32,900 ¥28,100 ¥26,800
1等 ¥36,100 ¥30,800 ¥29,000 1等 ¥35,900 ¥30,500 ¥28,900
2等 ¥29,000 ¥24,800 ¥23,800 2等 - - ¥23,500 ⑰ ユーレイル ギリシャパス
1等 ¥40,600 ¥34,600 ¥32,600 1等 ¥41,800 ¥35,700 ¥33,600 ⑱ ユーレイル クロアチアパス
2等 ¥32,600 ¥27,900 ¥26,600 2等 - - ¥27,500 ⑲ ユーレイル チェコパス

1等 ¥46,900 ¥40,100 ¥37,800 ⑳ ユーレイル ハンガリーパス
1等 ¥34,200 ¥29,100 ¥27,500 2等 - - ¥30,800 ㉑ ユーレイル ブルガリアパス
2等 ¥27,500 ¥24,800 ¥22,500 ㉒ ユーレイル ポルトガルパス
1等 ¥38,400 ¥32,800 ¥30,900 1等 ¥46,900 ¥40,100 ¥37,800 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース
2等 ¥30,900 ¥26,500 ¥25,300 2等 - - ¥30,800 1等 ¥15,400 ¥13,300 ¥12,500
1等 ¥42,500 ¥36,200 ¥34,100 1等 ¥51,900 ¥44,100 ¥41,700 2等 ¥12,500 ¥10,700 ¥10,200
2等 ¥34,100 ¥29,100 ¥27,900 2等 - - ¥34,000 1等 ¥19,400 ¥16,600 ¥15,700
1等 ¥49,500 ¥42,200 ¥39,800 1等 ¥60,400 ¥51,400 ¥48,400 2等 ¥15,700 ¥13,400 ¥12,900
2等 ¥39,800 ¥34,000 ¥32,400 2等 - - ¥39,500 1等 ¥22,900 ¥19,600 ¥18,500
1等 ¥55,800 ¥47,500 ¥44,800 1等 ¥68,100 ¥58,100 ¥54,700 2等 ¥18,500 ¥15,800 ¥15,200
2等 ¥47,500 ¥38,300 ¥36,600 2等 - - ¥44,600 1等 ¥32,800 ¥28,000 ¥26,300

2等 ¥26,300 ¥22,500 ¥21,500
1等 ¥40,100 ¥34,200 ¥31,900 1等 ¥53,800 ¥45,800 ¥43,100
2等 ¥32,200 ¥27,500 ¥26,300 2等 - - ¥35,200 ㉕ ユーレイル ルーマニアパス
1等 ¥45,300 ¥38,500 ¥36,000 1等 ¥58,600 ¥50,000 ¥47,000 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース
2等 ¥36,400 ¥31,000 ¥29,600 2等 - - ¥38,400 1等 ¥11,400 ¥9,700 ¥9,200
1等 ¥50,000 ¥42,600 ¥39,700 1等 ¥68,200 ¥58,200 ¥54,800 2等 ¥9,200 ¥7,900 ¥7,500
2等 ¥40,100 ¥34,200 ¥32,700 2等 - - ¥44,800 1等 ¥14,300 ¥12,200 ¥11,600
1等 ¥58,100 ¥49,600 ¥46,200 1等 ¥78,000 ¥66,500 ¥62,500 2等 ¥11,600 ¥10,000 ¥9,400
2等 ¥46,700 ¥39,800 ¥38,000 2等 - - ¥51,000 1等 ¥17,200 ¥14,800 ¥13,900
1等 ¥65,500 ¥55,800 ¥52,000 選ぶ国のポイントの合計によって該当料⾦が変わりますので下⼀覧をご参照ください。 2等 ¥13,900 ¥11,900 ¥11,400
2等 ¥52,500 ¥44,800 ¥42,800 1等 ¥25,200 ¥21,500 ¥20,200

2等 ¥20,200 ¥17,300 ¥16,600

※ポイントは変動する場合がございます。

お申込みの前に必ず料⾦をお問い合わせ下さい

8日(2ヶ月)
8日(1ヶ月)

10日(2ヶ月)

4日(1ヶ月)
6日(2ヶ月)

5日(1ヶ月)

【 LOW】〜10ポイント

3日(1ヶ月)
5日(2ヶ月)

15日間 【MEDIUM】11〜40ポイント

5日(2ヶ月)
22日間

10日(2ヶ月) 4日(1ヶ月)
3ヶ月 【HIGH】41ポイント〜     5日(1ヶ月)

5日(2ヶ月)
8日(1ヶ月)

6日(2ヶ月)

6日(2ヶ月)
1ヶ月

8日(2ヶ月) 3日(1ヶ月)
2ヶ月

5日(1ヶ月)
8日(2ヶ月)

7日(1ヶ月)
10日(2ヶ月)

10日(2ヶ月)

5⽇(1ヶ月)

8⽇(1ヶ月)

15日(2ヶ月)

3⽇(1ヶ月)

4⽇(1ヶ月)

【 LOW】 3日(1ヶ月)

6日(2ヶ月) 5日(2ヶ月) 8日(1ヶ月)

8日(2ヶ月) 6日(2ヶ月)

10日(2ヶ月) 8日(2ヶ月)

4日(2ヶ月) 4日(1ヶ月)

5日(2ヶ月) 【 LOW】〜10ポイント 5日(1ヶ月)

【MEDIUM】 10日(2ヶ月)
4日(2ヶ月)

 【MEDIUM】11〜45ポイント

5日(2ヶ月) 5日(2ヶ月)
3日(1ヶ月)

6日(2ヶ月) 6日(2ヶ月)
4日(1ヶ月)

8日(2ヶ月) 8日(2ヶ月)
5日(1ヶ月)

10日(2ヶ月) 10日(2ヶ月)
8日(1ヶ月)【HIGH】  【HIGH】46ポイント〜    

4日(2ヶ月) 5日(2ヶ月)

5日(2ヶ月) 6日(2ヶ月)
3日(1ヶ月)

5日(1ヶ月)
10日(2ヶ月)

8日(1ヶ月)

6日(2ヶ月) 8日(2ヶ月)
4日(1ヶ月)

8日(2ヶ月) 10日(2ヶ月)

ユーレイルパス；発券日から11ヶ月有効

子ども：4-11歳（大人1名に対し子ども2名無料パス発行可

能）

ユース：12歳-27歳
※パスを使いはじめる日の年齢に準ずる。

セーバー：2名以上同一行程の場合の割引料金

【グローバルパス適用国】

オーストリア・ベルギー・デンマーク・フィンランド・フランス

ドイツ・ギリシャ・ハンガリー・ルーマニア・イタリア

ルクセンブルク・オランダ・ノルウェー・スペイン・ポルトガル

スウェーデン・スイス・アイルランド・クロアチア・スロベニア

チェコ・ブルガリア・スロヴァキア・トルコ・ポーランド

ボスニア＆ヘルツェゴビナ・セルビア・モンテネグロ

【 LOW】
ブルガリア+ギリシャ
ブルガリア+モンテネグロ/セルビア
ブルガリア+ルーマニア
ブルガリア+トルコ
クロアチア/スロベニア+モンテネグロ/セルビ
ア

チェコ +スロヴァキア

オーストリア+ハンガリー

オーストリア+チェコ

オーストリア+クロアチア/スロベニア

ハンガリー+クロアチア/スロベニア
ハンガリー+モンテネグロ/セルビア
ハンガリー+ルーマニア
ハンガリー+スロヴァキア
モンテネグロ/セルビア+ルーマニア
【MEDIUM】
オーストリア+ドイツ

チェコ+ドイツ

デンマーク+ドイツ

オーストリア+スロヴァキア
イタリア+クロアチア/スロベニア
ドイツ+ポーランド
ギリシャ+イタリア

【HIGH】
オーストリア+イタリア
オーストリア+スイス
ベネルクス+ドイツ
ベネルクス+フランス
フランス+ドイツ
フランス+イタリア
フランス+スペイン
フランス+スイス
ドイツ+スウェーデン
ドイツ+スイス
イタリア+スペイン
イタリア+スイス
ポルトガル+スペイン

今月のピックアップアイテム！

スイスパス エクスプレスラゲージプロモーション
スイストラベルパス１等パス購入者に、スイス主要駅間の荷物別送サービスを受けられる「エクスプレスラゲージ」の

バウチャーをプレゼント！

プレゼントは先着200枚。限定数達成次第終了となりますのでお早目にお申込み下さい。

【販売期間】2017年3月1日～5月31日 先着200枚

【対象商品】スイストラベルパス（連続・フレキシー）

【対象クラス】1等のみ

【キャンペーン内容】1枚購入につき エクスプレスラゲージ1枚を無料提供

セレクトパス　国別ポイント

イタリア High 20

オーストリア High 20

スイス High 20

ドイツ High 20

フランス High 20

スウェーデン Medium 5

スペイン Medium 5

チェコ Medium 5

デンマーク Medium 5

ノルウェー Medium 5

ハンガリー Medium 5

ベネルクス3ヶ国 Medium 5

アイルランド Low 1

ギリシャ Low 1

クロアチア／スロベニア Low 1

スロバキア Low 1

スロベニア／クロアチア Low 1

トルコ Low 1

フィンランド Low 1

ブルガリア Low 1

ポルトガル Low 1

モンテネグロ／セルビア Low 1

ルーマニア Low 1

41ポイント以
上

11～40ポイン
ト

10ポイント以
下

ユーレイルセレクトパス

３か国選択の

国別ポイント一覧

セレクトパス　国別ポイント

イタリア High 20

オーストリア High 20

スイス High 20

ドイツ High 20

フランス High 20

スウェーデン Medium 5

スペイン Medium 5

チェコ Medium 5

デンマーク Medium 5

ノルウェー Medium 5

ハンガリー Medium 5

ベネルクス3ヶ国 Medium 5

アイルランド Low 1

ギリシャ Low 1

クロアチア／スロベニア Low 1

スロバキア Low 1

スロベニア／クロアチア Low 1

トルコ Low 1

フィンランド Low 1

ブルガリア Low 1

ポルトガル Low 1

モンテネグロ／セルビア Low 1

ルーマニア Low 1

46ポイント以
上

11～45ポイン
ト

10ポイント以
下

ユーレイルセレクトパス

４か国選択の

国別ポイント一覧
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㉛ スイストラベルパス ㊳  ブリットレイルパス
利⽤⽇数 クラス おとな こども ユース 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども

1等 ¥40,300 ¥20,200 ¥34,300 1等 ¥32,400 ¥25,900 ¥19,500 ¥27,600 ¥16,200 パリ ビジット
2等 ¥25,300 ¥12,700 ¥21,700 2等 ¥21,400 ¥17,200 ¥13,000 ¥18,200 ¥10,700 1日間 ¥2,100
1等 ¥48,300 ¥24,200 ¥41,100 1等 ¥40,200 ¥32,200 ¥24,200 ¥34,200 ¥20,100 2日間 ¥3,300
2等 ¥30,400 ¥15,200 ¥25,900 2等 ¥26,500 ¥21,300 ¥16,000 ¥22,600 ¥13,300 3日間 ¥3,700
1等 ¥69,800 ¥34,900 ¥59,600 1等 ¥57,400 ¥45,900 ¥34,500 ¥48,800 ¥28,700 5日間 ¥5,300
2等 ¥44,000 ¥22,000 ¥37,700 2等 ¥38,600 ¥30,900 ¥20,900 ¥32,800 ¥19,300 1日間 ¥3,600
1等 ¥84,500 ¥42,300 ¥72,200 1等 ¥84,700 ¥67,800 ¥50,900 ¥72,000 ¥42,400 2日間 ¥5,200
2等 ¥53,600 ¥26,800 ¥46,000 2等 ¥57,400 ¥45,900 ¥34,500 ¥48,800 ¥28,700 3日間 ¥6,800

㉜ スイストラベルパス-フレックス 1等 ¥107,600 ¥86,100 ¥64,600 ¥91,400 ¥53,800 5日間 ¥8,400
利⽤⽇数 クラス おとな こども ユース 2等 ¥71,700 ¥57,400 ¥43,100 ¥61,000 ¥35,900 ※メトロやバス、RER(郊外電⾞)、SNCF(フランス国鉄)などに

1等 ¥46,400 ¥23,200 ¥39,500 1等 ¥127,400 ¥101,900 ¥76,500 ¥108,300 ¥63,700 乗り放題。観光施設の優待あり。
2等 ¥29,100 ¥14,600 ¥25,000 2等 ¥84,700 ¥67,800 ¥50,900 ¥72,000 ¥42,400 パリ ミュージアムパス
1等 ¥55,500 ¥27,800 ¥47,200 ㊴ ブリットレイルフレキシーパス 2日間 ¥6,400
2等 ¥34,900 ¥17,500 ¥29,800 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※約60の美術館・博物館や、宮殿などの歴史遺産に入場可能。
1等 ¥78,100 ¥39,100 ¥66,600 1等 ¥40,200 ¥32,200 ¥24,200 ¥34,200 ¥20,100 パリ ホップオン・ホップオフバス
2等 ¥49,200 ¥24,600 ¥42,200 2等 ¥27,300 ¥21,800 ¥16,400 ¥23,200 ¥13,700 1日間 ¥3,900
1等 ¥92,800 ¥46,400 ¥79,300 1等 ¥49,500 ¥39,600 ¥29,700 ¥42,000 ¥24,800 ※パリ市内をくまなく4ルートで運⾏。
2等 ¥58,800 ¥29,400 ¥50,500 2等 ¥34,100 ¥27,300 ¥20,500 ¥29,000 ¥17,100 乗り降り⾃由な観光バスです。

1等 ¥72,800 ¥58,200 ¥43,700 ¥61,900 ¥36,400 パリ カルネ
㉝  スイスハーフフェアカード 2等 ¥48,800 ¥39,100 ¥29,400 ¥41,500 ¥24,400 10枚綴り ¥2,800

利⽤⽇数 クラス おとな 1等 ¥108,600 ¥87,000 ¥65,200 ¥92,300 ¥54,300 ※パリ市内のメトロ・バス・RERなどの交通機関の回数券
1ヶ月 1・2等 ¥14,100 2等 ¥73,400 ¥58,800 ¥44,100 ¥62,400 ¥36,700 ローマパス

㊵ ブリットイングランドパス 3日間 ¥5,600
㉞ スイストランスファーチケット 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※ローマ市内の地下鉄/バスなどに乗り放題。観光施設の優待あり。

利⽤⽇数 クラス おとな こども 1等 ¥25,500 ¥20,500 ¥16,200 ¥21,800 ¥12,800 ウィーンカード
1等 ¥27,400 ¥13,700 2等 ¥18,100 ¥14,500 ¥11,400 ¥15,400 ¥9,100 48時間 ¥3,000 72時間 ¥3,400
2等 ¥17,100 ¥8,600 1等 ¥32,400 ¥25,900 ¥20,400 ¥27,600 ¥16,200 ※ウィーン市内の地下鉄/バス/S-に乗り放題。

2等 ¥21,400 ¥17,200 ¥13,600 ¥18,200 ¥10,700 観光施設の割引特典あり
㉟ ジャーマンレイルパスフレキシー 1等 ¥45,400 ¥36,300 ¥28,600 ¥38,600 ¥22,700 ロンドン トラベルカード

利⽤⽇数 クラス おとな ツイン ユース 2等 ¥30,600 ¥24,600 ¥19,400 ¥26,200 ¥15,300 ゾーン1-6
1等 ¥33,500 ¥50,100 ¥26,800 1等 ¥68,300 ¥54,700 ¥43,100 ¥58,000 ¥34,200 1日間(Off Peak) ¥2,400
2等 ¥25,200 ¥37,100 ¥20,000 2等 ¥45,400 ¥36,300 ¥28,600 ¥38,600 ¥22,700 1日間(AllDay) ¥3,000
1等 ¥35,900 ¥53,800 ¥28,800 1等 ¥86,400 ¥69,200 ¥54,400 ¥73,400 ¥43,200 7日間(AllDay) ¥9,700
2等 ¥26,600 ¥39,900 ¥21,400 2等 ¥57,400 ¥45,900 ¥36,100 ¥48,800 ¥28,700 ※オフピークはは平日9:30以降利⽤できます。
1等 ¥38,400 ¥57,300 ¥30,800 1等 ¥101,800 ¥81,500 ¥64,200 ¥86,600 ¥50,900 ※ロンドン市内の地下鉄/バス/BRで利⽤可能。
2等 ¥28,400 ¥42,600 ¥22,900 2等 ¥68,300 ¥54,700 ¥43,100 ¥58,000 ¥34,200 ロンドン ビジターオイスターカード 
1等 ¥47,500 ¥71,200 ¥38,300 ㊶ ブリットイングランドフレキシーパス 大人/10ポンド入り ¥2,300
2等 ¥35,200 ¥52,900 ¥28,200 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※ロンドン市内の地下鉄/バス/BRで利⽤可能
1等 ¥61,000 ¥91,400 ¥49,100 1等 ¥32,400 ¥25,900 ¥20,400 ¥27,600 ¥16,200 バルセロナカード(バウチャー)マドリッドツーリストトラベルパス
2等 ¥45,100 ¥67,700 ¥36,400 2等 ¥22,200 ¥17,700 ¥14,000 ¥18,900 ¥11,100 48時間 ¥2,500 48時間 ¥1,100
1等 ¥86,000 ¥129,000 ¥69,100 1等 ¥40,200 ¥32,200 ¥25,400 ¥34,200 ¥20,100
2等 ¥62,700 ¥94,000 ¥51,100 2等 ¥27,300 ¥21,800 ¥17,200 ¥23,200 ¥13,700

1等 ¥58,000 ¥46,400 ¥36,700 ¥49,300 ¥29,000
㊱ ジャーマンレイルパス-連続タイプ- 2等 ¥39,200 ¥31,400 ¥24,800 ¥33,300 ¥19,600 スイス エキスプレスラゲージ 旧名ファストバゲージサービス

利⽤⽇数 クラス おとな ツイン ユース 1等 ¥87,100 ¥69,700 ¥55,000 ¥74,000 ¥43,600 荷物 おとな
1等 ¥32,100 ¥48,100 ¥26,000 2等 ¥59,100 ¥47,300 ¥37,300 ¥50,200 ¥29,600 荷物1個 ¥5,900
2等 ¥23,900 ¥35,900 ¥19,400 ㊷ ブリットレイル サウスウェストパス 荷物2個 ¥7,300
1等 ¥34,800 ¥52,100 ¥27,900 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども 荷物3個 ¥8,700
2等 ¥25,800 ¥38,900 ¥20,800 1等 ¥23,200 ¥18,600 ¥15,200 ¥19,800 ¥11,600 荷物4個 ¥10,100
1等 ¥37,300 ¥55,500 ¥30,000 2等 ¥15,300 ¥12,300 ¥10,000 ¥13,000 ¥7,700 荷物5個 ¥11,500
2等 ¥27,500 ¥41,200 ¥22,300 1等 ¥28,300 ¥22,700 ¥18,500 ¥24,100 ¥14,200
1等 ¥45,400 ¥68,100 ¥36,600 2等 ¥18,700 ¥15,000 ¥12,200 ¥15,900 ¥9,400
2等 ¥33,700 ¥50,600 ¥27,000 1等 ¥40,200 ¥32,200 ¥26,200 ¥34,200 ¥20,100
1等 ¥54,300 ¥81,300 ¥43,400 2等 ¥27,300 ¥21,800 ¥17,700 ¥23,200 ¥13,700 ヒースローエキスプレス
2等 ¥40,200 ¥60,200 ¥32,200 1等 ¥59,700 ¥47,800 ¥38,800 ¥50,700 ¥29,900 1等 2等
1等 ¥75,700 ¥113,600 ¥60,900 2等 ¥40,200 ¥32,200 ¥26,200 ¥34,200 ¥20,100 片道 ¥6,800 ¥5,400
2等 ¥56,200 ¥84,300 ¥45,000 1等 ¥75,100 ¥60,100 ¥48,800 ¥63,900 ¥37,600 往復 ¥11,000 ¥7,900

※ジャーマンレイルパスのツインの料⾦は2名様あたりの料⾦となります。 2等 ¥50,500 ¥40,500 ¥32,800 ¥42,900 ¥25,300 ※ロンドンヒースロー空港⇔ロンドン・パディントン駅。
㉙ ヨーロピアンイーストパス 1等 ¥88,800 ¥71,100 ¥57,800 ¥75,400 ¥44,400 ローマ レオナルドエクスプレス
チェコ・スロバキア・オーストリア・ハンガリー 2等 ¥59,700 ¥47,800 ¥38,800 ¥50,700 ¥29,900 1等 おとな こども

利⽤⽇数 クラス おとな こども ㊸ ブリットレイル サウスウェストフレキシーパス 片道 ¥3,300 ¥2,400
1等 ¥32,300 ¥16,200 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※Fiumicino空港⇔ローマ・テルミニ駅。
2等 ¥22,100 ¥11,100 1等 ¥28,300 ¥22,700 ¥18,500 ¥24,100 ¥14,200 RER パリ高速郊外鉄道
1等 ¥35,600 ¥17,800 2等 ¥19,800 ¥15,800 ¥12,800 ¥16,800 ¥9,900 2等
2等 ¥25,200 ¥12,600 1等 ¥35,100 ¥28,100 ¥22,800 ¥29,900 ¥17,600 片道 ¥2,000
1等 ¥38,900 ¥19,500 2等 ¥23,900 ¥19,100 ¥15,500 ¥20,300 ¥12,000 ※RERのB線でシャルル・ド・ゴール空港⇔パリ北駅。
2等 ¥28,200 ¥14,100 1等 ¥51,200 ¥41,000 ¥33,300 ¥43,600 ¥25,600 ウィーン CAT(City Airport Transfer)
1等 ¥42,200 ¥21,100 2等 ¥34,100 ¥27,300 ¥22,200 ¥29,000 ¥17,100 2等
2等 ¥31,300 ¥15,700 1等 ¥76,100 ¥61,000 ¥49,600 ¥64,700 ¥38,100 片道 ¥2,800
1等 ¥45,500 ¥22,800 2等 ¥51,200 ¥41,000 ¥33,300 ¥43,600 ¥25,600 往復 ¥3,700
2等 ¥34,300 ¥17,200 ★ブリット系パスのセーバー︔3〜9名様以上で同⼀⾏動される場合の割引料⾦です。 ※ウィーン空港⇔ウィーン市内ミッテ駅(Mitte)。
1等 ¥48,800 ¥24,400
2等 ¥37,400 ¥18,700 ㊹ ブリットロンドンプラスパス

利⽤⽇数 クラス おとな 16歳-25歳 シニア こども
㉚ セントラルヨーロッパトライアングルパス 1等 ¥23,500 ¥15,300 ¥19,900 ¥11,800

利⽤⽇数 2等 ¥16,700 ¥10,900 ¥14,300 ¥8,400
おとな こども 1等 ¥27,100 ¥17,700 ¥23,100 ¥13,600

¥15,200 ¥7,600 2等 ¥20,400 ¥13,200 ¥17,300 ¥10,200
¥15,200 ¥7,600 1等 ¥38,300 ¥25,000 ¥32,600 ¥19,200

2等 ¥28,200 ¥18,400 ¥24,000 ¥14,100
㉗ ギリシャアイランドパス ㊺  ブリットスピリットオブスコットランドパス

利⽤⽇数 クラス おとな ユース 利⽤⽇数 クラス おとな こども
1等 ¥30,700 ¥26,300 4日(8日) 2等 ¥22,700 ¥11,400 台湾高速鉄道レイルパス
2等 ¥22,100 ¥20,100 8日(15日) 2等 ¥30,400 ¥15,200 2等 おとな こども

3日（連続） ¥9,200 ¥4,600
㉘ バルカンフレキシーパス ㊻ ブリットセントラルスコットランドパス
ギリシャ・トルコ・ブルガリア・ルーマニア・セルビア・マケドニア・モンテネグロ・ボスニア・ヘルツェゴビナ 利⽤⽇数 クラス おとな こども

利⽤⽇数 クラス おとな ユース シニア 3日間 2等 ¥6,400 ¥3,200
1等 ¥22,900 ¥13,800 ¥18,300 ㊼ ブリットスコティッシュハイランドパス
2等 ¥17,100 ¥10,200 ¥13,600 利⽤⽇数 クラス おとな こども
1等 ¥39,900 ¥23,900 ¥32,100 4日(8日) 2等 ¥13,900 ¥7,000
2等 ¥29,600 ¥17,800 ¥23,800
1等 ¥48,100 ¥28,900 ¥38,500 コリアレイルパス
2等 ¥35,600 ¥21,400 ¥28,600 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー ユース こども

※⼦供料⾦はお問い合わせください。 1日間 2等 ¥15,400 ¥13,700 ¥12,200 ¥7,600
3日間 2等 ¥21,500 ¥19,400 ¥17,100 ¥10,700
5日間 2等 ¥32,000 ¥28,700 ¥25,500 ¥16,000

㉖ レンフェスペインパス 7日間 2等 ¥37,100 ¥33,500 ¥29,700 ¥18,500
利⽤⽇数 クラス おとな こども 2日間(10日) 2等 ¥19,400 ¥17,300 ¥15,400 ¥9,700

1等 ¥35,100 ¥26,000 4日間(10日) 2等 ¥29,300 ¥26,300 ¥23,400 ¥14,700
2等 ¥25,400 ¥18,900
1等 ¥49,400 ¥36,400 USAレイルパス
2等 ¥35,800 ¥26,000 利⽤⽇数 おとな こども
1等 ¥62,400 ¥45,500 8区間(15日) ¥58,300 ¥29,200
2等 ¥45,500 ¥33,200 12区間(30日) ¥87,600 ¥43,800
1等 ¥72,800 ¥53,300 18区間(45日) ¥114,200 ¥57,100
2等 ¥53,300 ¥39,700

ゾーン1-515日間 15日間

22日間

4日間

8日間 8日間

☆☆☆観光カード・交通カード類☆☆☆

3日間 3日間

ゾーン1-34日間

3日(1ヶ月) 1ヶ月

4日(1ヶ月)

8日(1ヶ月)

15日(1ヶ月)

8日(１ヶ月) 3日(1ヶ月)

15日(１ヶ月) 4日(1ヶ月)

3日間
1ヶ月

4日間

8日間

7日(1ヶ月)

10日(1ヶ月) 3日(1ヶ月)

3日(1ヶ月) 15日間

4日(1ヶ月) 22日間

5日(1ヶ月) 1ヶ月

15日間(1ヶ月) 4日(1ヶ月)
※地下鉄、市内バス（TMB）、カタ
ルーニャ鉄道（FGC）、トラム、国
鉄(バルセロナ空港とサンツ駅を結
ぶC-10線（ZONE 1）)が無料

※マドリッド市内(ゾーンA)の地下
鉄(Metro)、バス(EMT)、近郊電⾞
(Renfe Cercanias）

8日(1ヶ月)

15日(1ヶ月)
3日間

4日間
3日間

5日間
4日間

 7日間

22日間

1ヶ月

☆☆☆空港〜市内 移動☆☆☆
8日間

10日間
15日間

15日間

5日(1ヶ月)
3日(1ヶ月)

6日(1ヶ月)
4日(1ヶ月)

7日(1ヶ月)
8日(1ヶ月)

8日(1ヶ月)
15日(2ヶ月)

9日(1ヶ月)

10日(1ヶ月)

3日(1ヶ月)1か月間有効 2等
周遊ルート（逆周りも可）

4日(1ヶ月)

☆☆☆台湾☆☆☆

6区間(1ヶ月)

ウィーン-ブダペスト-プラハ-ウィーン
ウィーン-プラハ-ザルツブルク-ウィーン

8日(1ヶ月)

8区間(1ヶ月)

10区間(1ヶ月)

5日(1ヶ月)

10日(1ヶ月) ☆☆☆韓国・アメリカ☆☆☆

15日(1ヶ月)

4区間(1ヶ月)

6区間(1ヶ月)

【スペイン注意事項】

ユーレイルスペインパスとレンフェスペインパスは別商品となり、

ご利用条件や利用方法などが異なります。

レンフェスペインパスはご乗車前に専用の

パスホルダーチケット(座席指定)のご予約が必要です。

ユーレイルスペインパス用のパスホルダーチケットとの併用はできません

。

お問い合わせ・お申し込み

は

スイス国内 31駅間の荷物運搬サービス

。

原則朝の9時までに駅の窓口で荷物を

お預けいただくと、当日の夕方の6時

以降に目的地の駅窓口で荷物をお受け

取り頂けます。


