
OHS 鉄道パス料⾦表 OCT 2019 11-Oct UPDATED

③ユーレイル オーストリアパス ⑨ユーレイル イタリアパス
利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース

1等 ¥24,000 ¥21,700 ¥19,200 1等 ¥20,800 ¥18,700 ¥16,700
2等 ¥18,000 ¥16,200 ¥15,700 2等 ¥15,700 ¥14,100 ¥13,000
1等 ¥28,300 ¥25,500 ¥22,700 1等 ¥25,100 ¥22,700 ¥20,100
2等 ¥21,300 ¥19,200 ¥18,500 2等 ¥18,900 ¥17,000 ¥15,500
1等 ¥32,300 ¥29,100 ¥25,900 1等 ¥29,100 ¥26,200 ¥23,300
2等 ¥24,300 ¥21,800 ¥21,000 2等 ¥21,800 ¥19,700 ¥18,000
1等 ¥35,800 ¥32,300 ¥28,700 1等 ¥32,800 ¥29,400 ¥26,100
2等 ¥26,900 ¥24,200 ¥23,300 2等 ¥24,600 ¥22,200 ¥20,200
1等 ¥42,400 ¥38,200 ¥33,900 1等 ¥39,400 ¥35,600 ¥31,500
2等 ¥31,800 ¥28,600 ¥27,600 2等 ¥29,600 ¥26,600 ¥24,400

⑩ユーレイル ハンガリーパス
④ユーレイル フランスパス ⑪ユーレイル ルーマニアパス

利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース ⑫ユーレイル ギリシャパス
1等 ¥12,800 ¥11,600 ¥10,200 ⑬ユーレイル ポルトガルパス
2等 ¥9,600 ¥8,600 ¥8,400 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース
1等 ¥19,100 ¥17,300 ¥15,300 1等 ¥15,200 ¥13,700 ¥12,100
2等 ¥14,400 ¥12,900 ¥12,400 2等 ¥11,400 ¥10,300 ¥9,900
1等 ¥24,200 ¥21,900 ¥19,400 1等 ¥18,700 ¥16,900 ¥15,100
2等 ¥18,200 ¥16,300 ¥15,800 2等 ¥14,100 ¥12,700 ¥12,200
1等 ¥28,600 ¥25,700 ¥22,900 1等 ¥22,100 ¥19,900 ¥17,600
2等 ¥21,500 ¥19,400 ¥18,600 2等 ¥16,500 ¥14,900 ¥14,300
1等 ¥32,500 ¥29,300 ¥26,100 1等 ¥25,300 ¥22,800 ¥20,200
2等 ¥24,500 ¥22,000 ¥21,100 2等 ¥19,000 ¥17,100 ¥16,400
1等 ¥36,100 ¥32,500 ¥28,900 1等 ¥31,200 ¥28,100 ¥24,900
2等 ¥27,100 ¥24,400 ¥23,500 2等 ¥23,400 ¥21,100 ¥20,200
1等 ¥39,400 ¥35,400 ¥31,500
2等 ¥29,600 ¥26,600 ¥25,600 ⑭ユーレイル チェコパス
1等 ¥42,700 ¥38,500 ¥34,100 ⑮ユーレイル ポーランドパス
2等 ¥32,000 ¥28,800 ¥27,800 ⑯ユーレイル ブルガリアパス

⑰ユーレイル スロバキアパス
⑱ユーレイル セルビアパス
⑲ユーレイル クロアチアパス

⑤ユーレイル ノルウェーパス ⑳ユーレイル スロベニアパス
利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース

1等 1等 ¥9,600 ¥8,700 ¥7,700
2等 ¥21,000 ¥18,900 ¥18,300 2等 ¥7,300 ¥6,600 ¥6,300
1等 1等 ¥12,200 ¥11,000 ¥9,800
2等 ¥24,300 ¥21,800 ¥21,100 2等 ¥9,200 ¥8,300 ¥7,900
1等 1等 ¥14,700 ¥13,200 ¥11,700
2等 ¥27,200 ¥24,500 ¥23,500 2等 ¥11,000 ¥9,900 ¥9,500
1等 1等 ¥17,100 ¥15,400 ¥13,700

①ユーレイルグローバルパス 2等 ¥29,800 ¥26,900 ¥25,900 2等 ¥12,800 ¥11,600 ¥11,100
利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 1等 1等 ¥21,700 ¥19,500 ¥17,400

1等 ¥72,600 ¥65,400 ¥55,900 2等 ¥34,600 ¥31,200 ¥29,900 2等 ¥16,300 ¥14,700 ¥14,100
2等 ¥54,500 ¥49,100 ¥42,000

1等 ¥84,900 ¥76,400 ¥65,200 ㉑ユーレイル デンマークパス
2等 ¥63,800 ¥57,400 ¥49,000 ⑥ユーレイル スウェーデンパス ㉒ユーレイル フィンランドパス
1等 ¥109,900 ¥98,900 ¥84,400 ⑦ユーレイル スペインパス ㉓ユーレイル アイルランドパス
2等 ¥82,500 ¥74,200 ¥63,400 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース
1等 ¥120,000 ¥108,000 ¥92,300 1等 ¥28,000 ¥25,100 ¥22,400 1等 ¥19,900 ¥17,900 ¥15,900
2等 ¥90,000 ¥81,000 ¥69,200 2等 ¥21,000 ¥18,900 ¥18,300 2等 ¥14,900 ¥13,500 ¥13,000
1等 ¥147,900 ¥133,100 ¥113,700 1等 ¥32,400 ¥29,200 ¥25,900 1等 ¥23,900 ¥21,600 ¥19,100
2等 ¥111,000 ¥99,900 ¥85,300 2等 ¥24,300 ¥21,800 ¥21,100 2等 ¥18,000 ¥16,200 ¥15,500

1等 ¥36,200 ¥32,600 ¥29,000 1等 ¥27,700 ¥25,000 ¥22,200
2等 ¥27,200 ¥24,500 ¥23,500 2等 ¥20,800 ¥18,700 ¥18,000

 ② ユーレイルグローバルパスフレキシー 1等 ¥39,800 ¥35,800 ¥31,800 1等 ¥31,200 ¥28,100 ¥24,900
利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 2等 ¥29,800 ¥26,900 ¥25,900 2等 ¥23,400 ¥21,100 ¥20,200

1等 ¥35,800 ¥32,300 ¥27,600 1等 ¥46,100 ¥41,500 ¥36,800 1等 ¥37,600 ¥33,900 ¥30,100
2等 ¥26,900 ¥24,200 ¥20,700 2等 ¥34,600 ¥31,200 ¥29,900 2等 ¥28,200 ¥25,400 ¥24,400
1等 ¥46,300 ¥41,600 ¥35,600

2等 ¥34,700 ¥31,300 ¥26,700

1等 ¥54,900 ¥49,400 ¥42,200 ⑧ユーレイル ベネルクスパス ㉔ユーレイル スカンジナビアパス
2等 ¥41,300 ¥37,200 ¥31,800 ベルギー、オランダ、ベネルクス デンマーク・スウェーデン・ノルウェー・フィンランド
1等 ¥65,700 ¥59,200 ¥50,600 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース 利⽤⽇数 クラス おとな シニア ユース
2等 ¥49,400 ¥44,500 ¥37,900 1等 ¥19,900 ¥17,900 ¥15,900 1等 ¥31,500 ¥28,300 ¥25,300
1等 ¥80,900 ¥72,700 ¥62,200 2等 ¥14,900 ¥13,500 ¥13,000 2等 ¥23,700 ¥21,300 ¥20,500
2等 ¥60,700 ¥54,700 ¥46,700 1等 ¥23,900 ¥21,600 ¥19,100 1等 ¥35,800 ¥32,300 ¥28,700

2等 ¥18,000 ¥16,200 ¥15,500 2等 ¥26,900 ¥24,200 ¥23,300
1等 ¥27,700 ¥25,000 ¥22,200 1等 ¥39,500 ¥35,600 ¥31,700
2等 ¥20,800 ¥18,700 ¥18,000 2等 ¥29,700 ¥26,700 ¥25,800
1等 ¥31,200 ¥28,100 ¥24,900 1等 ¥43,000 ¥38,700 ¥34,400
2等 ¥23,400 ¥21,100 ¥20,200 2等 ¥32,300 ¥29,100 ¥28,000
1等 ¥37,600 ¥33,900 ¥30,100 1等 ¥48,800 ¥43,800 ¥39,000
2等 ¥28,200 ¥25,400 ¥24,400 2等 ¥36,600 ¥32,900 ¥31,700

㉕バルカンフレキシーパス
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 ユース シニア
1等 ¥15,800 ¥11,800 ¥13,400
2等 ¥11,300 ¥8,500 ¥9,600
1等 ¥22,400 ¥13,400 ¥17,900
2等 ¥16,700 ¥10,000 ¥13,300
1等 ¥30,200 ¥18,200 ¥24,400
2等 ¥22,700 ¥13,200 ¥18,000
1等 ¥39,000 ¥23,400 ¥31,300
2等 ¥28,900 ¥17,400 ¥23,200
1等 ¥46,900 ¥28,200 ¥37,600
2等 ¥34,800 ¥20,900 ¥27,900

※⼦供料⾦はお問い合わせください。
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【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

＜2019年NEW＞

イギリス（イングランド、ウェールズ、スコットランド）、

リトアニア、マケドニア

●ジャーマンレイルパス 10％オフキャンペーン︕ ●ユーレイルフランスパス 指定券無料キャンペーン︕

・期間限定にて、ジャーマンレイルパスが10％オフとなるキャンペーンです。 ・ユーレイルフランスパスを購入すると、国内線TGVやインターシティの

【販売期間】2019年10月2日（⽔）〜12月12日（木）14:00までのお申込み/発券分 パスホルダー座席指定券が1区間無料になるキャンペーンがス

タートします︕

【利⽤期間】10月2日（⽕）〜1月31日（⾦）まで。以降はご利⽤いただけません。

【対象商品】ジャーマンレイルパス フレキシー・連続タイプ 3日間、4日間 6日（月）〜12月15日（日）まで

【対象クラス】1等、2等

【ご注意】発券後の払戻不可 指定券1区間分（約2,900円相当※弊社販売料⾦）を無料

でお手配

※フランス国内線に限ります

※掲載の料⾦は通常料⾦となっております。

割引料⾦はオンライン予約でご確認いただくか、

今月のピックアップアイテム！

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）

シニア︓60歳以上

ユース︓12歳-27歳

※パスを使いはじめる日の年齢に準ずる。

【掲載商品】

●ユーレイル系パス●

1､ユーレイルグローバルパス 34､ブリットレイルパス

2､ユーレイルグローバルパスフレキシー 35､ブリットレイルフレキシーパス

3､ユーレイルオーストリアパス 36､ブリットイングランドパス

4､ユーレイルフランスパス 37､ブリットイングランドフレキシーパス

5､ユーレイルノルウェーパス 38､ブリットレイルサウスウェストパス

6､ユーレイルスウェーデンパス 39､ブリットレイルサウスウェストパスフレキシー

7､ユーレイルスペインパス 40､ブリットスピリットオブスコットランドパス

8､ユーレイルベネルクスパス 41､ブリットセントラルスコットランドパス

9､ユーレイルイタリアパス 42､ブリットスコティッシュハイランドパス

10､ユーレイルハンガリーパス 43､ブリットロンドンプラスパス

11､ユーレイルルーマニアパス ●観光カード・交通カード類●

12､ユーレイルギリシャパス 44､パリビジット

13､ユーレイルポルトガルパス 45､パリミュージアムパス

14､ユーレイルチェコパス 46､パリホップオン・ホップオフパス

15､ユーレイルポーランドパス 47､パリカルネ

16､ユーレイルブルガリアパス 48､ローマパス

17､ユーレイルスロバキアパス 49､ウィーンカード

18､ユーレイルセルビアパス 50､ロンドントラベルカード

19､ユーレイルクロアチアパス 51､ロンドンビジターオイスターカード

20､ユーレイルスロベニアパス ●空港〜市内間移動●

21､ユーレイルデンマークパス 52､ヒースローエキスプレス

22､ユーレイルフィンランドパス 53､RER（パリ高速郊外鉄道）

23､ユーレイルアイルランドパス ●台湾・香港・韓国●

24､ユーレイルスカンジナビアパス 54､台湾高速鉄道レイルパス

●国別パス● 55､MTR香港空港鉄道（エアポートエキスプレス）

25､バルカンフレキシーパス 56､コリアレイルパス

26､スイストラベルパス ●アメリカ●

27､スイストラベルパスフレックス 57､USAレイルパス

28､スイスハーフフェアカード

29､ジャーマンレイルパスフレキシー

30､ジャーマンレイルパス（連続タイプ）

31､ヨーロピアンイーストパス

32､セントラルヨーロッパトライアングルパス

33､レンフェスペインパス
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㉖スイストラベルパス ㉞ブリットレイルパス ㊸ブリットロンドンプラスパス
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 利⽤⽇数 クラス おとな 16歳-25歳 シニア こども

1等 ¥43,600 ¥21,800 ¥37,200 1等 ¥19,100 ¥15,400 ¥11,600 ¥16,300 ¥9,600 1等 ¥20,800 ¥13,400 ¥17,700 ¥10,300
2等 ¥27,400 ¥13,700 ¥23,400 2等 ¥12,700 ¥10,200 ¥7,700 ¥10,800 ¥6,200 2等 ¥14,800 ¥9,600 ¥12,600 ¥7,400
1等 ¥52,800 ¥26,400 ¥45,000 1等 ¥28,700 ¥23,000 ¥17,300 ¥24,400 ¥14,300 1等 ¥24,000 ¥15,500 ¥20,400 ¥12,100
2等 ¥33,200 ¥16,600 ¥28,400 2等 ¥19,000 ¥15,200 ¥11,500 ¥16,200 ¥9,500 2等 ¥18,000 ¥11,700 ¥15,300 ¥9,100
1等 ¥78,300 ¥39,200 ¥66,800 1等 ¥35,600 ¥28,600 ¥21,400 ¥30,300 ¥17,900 1等 ¥33,900 ¥22,100 ¥28,800 ¥17,000
2等 ¥49,400 ¥24,700 ¥42,200 2等 ¥23,500 ¥18,900 ¥14,200 ¥20,000 ¥11,800 2等 ¥25,000 ¥16,300 ¥21,300 ¥12,600
1等 ¥95,600 ¥47,800 ¥81,700 1等 ¥50,800 ¥40,600 ¥30,600 ¥43,200 ¥25,500
2等 ¥60,600 ¥30,300 ¥51,900 2等 ¥34,100 ¥27,300 ¥18,400 ¥29,100 ¥17,000

1等 ¥75,100 ¥60,100 ¥45,100 ¥63,800 ¥37,500 ㊹パリ ビジット
㉗スイストラベルパス-フレックス 2等 ¥50,800 ¥40,600 ¥30,600 ¥43,200 ¥25,500 1日間 ¥2,100
利⽤⽇数 クラス おとな こども ユース 1等 ¥95,400 ¥76,300 ¥57,200 ¥81,000 ¥47,700 2日間 ¥3,300

1等 ¥50,100 ¥25,100 ¥42,800 2等 ¥63,500 ¥50,900 ¥38,100 ¥54,000 ¥31,800 3日間 ¥4,300
2等 ¥31,600 ¥15,800 ¥27,000 1等 ¥112,900 ¥90,300 ¥67,800 ¥96,000 ¥56,500 5日間 ¥6,100
1等 ¥60,700 ¥30,400 ¥51,700 2等 ¥75,100 ¥60,100 ¥45,100 ¥63,800 ¥37,500 1日間 ¥4,100
2等 ¥38,200 ¥19,100 ¥32,600 2日間 ¥5,800
1等 ¥87,600 ¥43,800 ¥74,700 ㉟ブリットレイルフレキシーパス 3日間 ¥8,400
2等 ¥55,200 ¥27,600 ¥47,100 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども 5日間 ¥10,200
1等 ¥105,100 ¥52,600 ¥89,700 1等 ¥23,900 ¥19,000 ¥14,300 ¥20,300 ¥12,000 ※メトロやバス、RER(郊外電⾞)、SNCF(フランス国鉄)などに乗り放題

2等 ¥66,500 ¥33,300 ¥56,800 2等 ¥16,200 ¥12,900 ¥9,700 ¥13,800 ¥8,100
1等 ¥35,600 ¥28,600 ¥21,400 ¥30,300 ¥17,900 ㊺パリ ミュージアムパス

㉘スイスハーフフェアカード 2等 ¥24,100 ¥19,300 ¥14,600 ¥20,500 ¥12,100 2日間 ¥6,600
利⽤⽇数 クラス おとな 1等 ¥43,800 ¥35,000 ¥26,300 ¥37,200 ¥22,000 ※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ヶ月 1・2等 ¥14,200 2等 ¥30,200 ¥24,200 ¥18,200 ¥25,700 ¥15,200
1等 ¥64,400 ¥51,500 ¥38,700 ¥54,700 ¥32,300 ㊻パリ ホップオン・ホップオフバス

㉙ジャーマンレイルパスフレキシー 2等 ¥43,200 ¥34,600 ¥26,000 ¥36,800 ¥21,600 1日間 ¥3,900
利⽤⽇数 クラス おとな ツイン（2名分料⾦） ユース 1等 ¥96,300 ¥77,100 ¥57,800 ¥81,800 ¥48,200 ※パリ市内をくまなく4ルートで運⾏。乗り降り⾃由な観光バスです。

1等 ¥33,500 ¥49,600 ¥26,700 2等 ¥65,000 ¥52,000 ¥39,000 ¥55,400 ¥32,500
2等 ¥24,800 ¥37,200 ¥19,900 ㊼パリ カルネ
1等 ¥36,000 ¥53,400 ¥28,600 ㊱ブリットイングランドパス 10枚綴り ¥2,700
2等 ¥26,700 ¥39,700 ¥21,100 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※パリ市内のメトロ・バス・RERなどの交通機関の回数券

1等 ¥38,500 ¥57,100 ¥30,400 1等 ¥22,600 ¥18,200 ¥14,300 ¥19,300 ¥11,300
2等 ¥28,600 ¥42,200 ¥23,000 2等 ¥15,900 ¥12,800 ¥10,100 ¥13,600 ¥8,000 ㊽ローマパス
1等 ¥47,200 ¥70,700 ¥38,500 1等 ¥28,700 ¥23,000 ¥18,000 ¥24,400 ¥14,400 3日間 ¥5,100
2等 ¥34,800 ¥52,700 ¥27,900 2等 ¥19,000 ¥15,200 ¥12,000 ¥16,200 ¥9,500 ※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。

1等 ¥60,800 ¥90,600 ¥48,400 1等 ¥40,200 ¥32,200 ¥25,300 ¥34,100 ¥20,100
2等 ¥44,700 ¥67,000 ¥36,000 2等 ¥27,200 ¥21,700 ¥17,200 ¥23,100 ¥13,600 ㊾ウィーンカード
1等 ¥85,600 ¥127,800 ¥68,200 1等 ¥60,600 ¥48,400 ¥38,100 ¥51,400 ¥30,300 48時間 ¥3,500 72時間 ¥4,100
2等 ¥62,000 ¥93,000 ¥50,900 2等 ¥40,200 ¥32,200 ¥25,300 ¥34,100 ¥20,100 ※ウィーン市内の地下鉄/バス/S-に乗り放題。観光施設の割引あり。

1等 ¥76,600 ¥61,300 ¥48,300 ¥65,000 ¥38,400 ※48時間⽤のカードは販売しておりません

㉚ジャーマンレイルパス-連続タイプ- 2等 ¥50,800 ¥40,600 ¥32,000 ¥43,200 ¥25,500 ㊿ロンドン トラベルカード
利⽤⽇数 クラス おとな ツイン（2名分料⾦） ユース 1等 ¥90,200 ¥72,200 ¥56,800 ¥76,700 ¥45,200 ゾーン1-6

1等 ¥32,300 ¥47,800 ¥26,100 2等 ¥60,600 ¥48,400 ¥38,100 ¥51,400 ¥30,300 1日間(Off Peak) ¥2,400
2等 ¥23,600 ¥36,000 ¥19,300 1日間(AllDay) ¥2,900
1等 ¥34,800 ¥52,100 ¥27,300 ㊲ブリットイングランドフレキシーパス 7日間(AllDay) ¥9,900
2等 ¥26,100 ¥38,500 ¥20,500 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※オフピークはは平日9:30以降利⽤できます。

1等 ¥37,200 ¥55,200 ¥29,800 1等 ¥28,700 ¥23,000 ¥18,000 ¥24,400 ¥14,300 ※ロンドン市内の地下鉄/バス/BRで利⽤可能。

2等 ¥27,300 ¥41,000 ¥22,400 2等 ¥19,600 ¥15,700 ¥12,300 ¥16,700 ¥9,800
1等 ¥45,300 ¥67,600 ¥36,600 1等 ¥35,600 ¥28,600 ¥22,500 ¥30,300 ¥17,900 51 ロンドン ビジターオイスターカード 
2等 ¥33,500 ¥50,300 ¥26,700 2等 ¥24,100 ¥19,300 ¥15,200 ¥20,500 ¥12,100 大人/10ポンド入り ¥2,700
1等 ¥54,000 ¥80,600 ¥43,400 1等 ¥51,400 ¥41,100 ¥32,400 ¥43,700 ¥25,700 ※ロンドン市内の地下鉄/バス/BRで利⽤可能

2等 ¥39,700 ¥60,200 ¥32,300 2等 ¥34,800 ¥27,800 ¥21,900 ¥29,600 ¥17,400
1等 ¥75,700 ¥112,900 ¥60,800 1等 ¥77,200 ¥61,800 ¥48,700 ¥65,600 ¥38,600
2等 ¥55,800 ¥83,700 ¥44,700 2等 ¥52,400 ¥41,800 ¥33,000 ¥44,400 ¥26,200 52 ヒースローエキスプレス

1等 2等
㉛ヨーロピアンイーストパス ㊳ブリットレイル サウスウェストパス 片道 ¥5,400 ¥4,000
チェコ・スロバキア・オーストリア・ハンガリー 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども ※ロンドンヒースロー空港⇔ロンドン・パディントン駅。

利⽤⽇数 クラス おとな こども 1等 ¥20,500 ¥16,400 ¥13,300 ¥17,400 ¥10,200
1等 ¥33,000 ¥16,500 2等 ¥13,600 ¥10,800 ¥8,900 ¥11,500 ¥6,700 53 RER パリ高速郊外鉄道
2等 ¥22,700 ¥11,500 1等 ¥25,100 ¥20,000 ¥16,300 ¥21,300 ¥12,600 2等
1等 ¥36,300 ¥18,200 2等 ¥16,500 ¥13,300 ¥10,800 ¥14,100 ¥8,400 片道 ¥1,900
2等 ¥25,700 ¥12,900 1等 ¥35,600 ¥28,600 ¥23,200 ¥30,300 ¥17,900 ※RERのB線でシャルル・ド・ゴール空港⇔パリ北駅。

1等 ¥39,500 ¥19,800 2等 ¥24,100 ¥19,300 ¥15,700 ¥20,500 ¥12,100
2等 ¥28,700 ¥14,400 1等 ¥52,900 ¥42,300 ¥34,400 ¥44,900 ¥26,500
1等 ¥42,700 ¥21,400 2等 ¥35,600 ¥28,600 ¥23,200 ¥30,300 ¥17,900 54 台湾高速鉄道レイルパス
2等 ¥31,700 ¥15,900 1等 ¥66,500 ¥53,200 ¥43,300 ¥56,600 ¥33,300 2等 おとな こども
1等 ¥45,900 ¥23,000 2等 ¥44,700 ¥35,800 ¥29,100 ¥38,000 ¥22,400 3日間（連続） ¥8,000 ¥4,000
2等 ¥34,600 ¥17,400 1等 ¥78,700 ¥62,900 ¥51,100 ¥66,900 ¥39,400 2日間（7日） ¥9,000 ¥4,400
1等 ¥49,200 ¥24,600 2等 ¥52,900 ¥42,300 ¥34,400 ¥44,900 ¥26,500
2等 ¥37,600 ¥18,900 55 MTR香港空港鉄道（エアポートエキスプレス）

㊴ブリットレイル サウスウェストフレキシーパス 2等 片道 往復
㉜セントラルヨーロッパトライアングルパス 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー★ 16歳-25歳 シニア こども 空港〜九龍 ¥1,500 ¥2,500
利⽤⽇数 1等 ¥25,100 ¥20,000 ¥16,300 ¥21,300 ¥12,600 空港〜香港島 ¥1,600 ¥2,800

おとな こども 2等 ¥17,500 ¥13,900 ¥11,300 ¥14,800 ¥8,700
¥15,400 ¥7,700 1等 ¥31,000 ¥24,800 ¥20,300 ¥26,500 ¥15,500 56 コリアレイルパス
¥15,400 ¥7,700 2等 ¥21,100 ¥16,900 ¥13,700 ¥17,900 ¥10,600 利⽤⽇数 クラス おとな セーバー こども

1等 ¥45,300 ¥36,300 ¥29,400 ¥38,600 ¥22,700 3日間 2等 ¥20,700 ¥19,200 ¥10,400

㉝レンフェスペインパス 2等 ¥30,200 ¥24,200 ¥19,600 ¥25,700 ¥15,200 5日間 2等 ¥31,500 ¥30,000 ¥15,800
利⽤⽇数 クラス おとな こども 1等 ¥67,500 ¥54,000 ¥43,800 ¥57,300 ¥33,800 2日間(10日) 2等 ¥18,200 ¥16,700 ¥9,200

1等 ¥38,700 ¥28,600 2等 ¥45,300 ¥36,300 ¥29,400 ¥38,600 ¥22,700 4日間(10日) 2等 ¥29,000 ¥27,500 ¥14,600
2等 ¥27,900 ¥20,800 ★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。
1等 ¥54,400 ¥40,100
2等 ¥39,400 ¥28,600 ㊵ブリットスピリットオブスコットランドパス 57 USAレイルパス
1等 ¥68,700 ¥50,100 利⽤⽇数 クラス おとな こども 利⽤⽇数 おとな こども

2等 ¥50,100 ¥36,500 4日(8日) 2等 ¥20,800 ¥10,300 8区間(15日) ¥58,800 ¥29,400
1等 ¥80,100 ¥58,700 8日(15日) 2等 ¥26,200 ¥13,200 12区間(30日) ¥88,200 ¥44,100
2等 ¥58,700 ¥43,700 18区間(45日) ¥115,100 ¥57,600

㊶ブリットセントラルスコットランドパス
利⽤⽇数 クラス おとな こども 【ご注意】

3日間 2等 ¥6,900 ¥2,800 ・掲載の料⾦は、予告なく変更される場合がございます。

 最新の料⾦は、弊社オンライン予約システム（TORETA）にてご確認ください。

㊷ブリットスコティッシュハイランドパス ・掲載の料⾦は、割引前の料⾦となっております。各種割引キャンペーン対象のレイルパスは掲載料⾦より

利⽤⽇数 クラス おとな こども  割引となります。販売される前に、弊社オンライン予約システム（TORETA）にてご確認ください。

4日(8日) 2等 ¥12,400 ¥6,200

8日(1ヶ月)

15日(2ヶ月)

4区間(1ヶ月)

6区間(1ヶ月)
☆☆☆アメリカ☆☆☆

8区間(1ヶ月)

10区間(1ヶ月)

1か月間有効 2等
3日(1ヶ月)

周遊ルート（逆周りも可）

ウィーン-ブダペスト-プラハ-ウィーン
4日(1ヶ月)

ウィーン-プラハ-ザルツブルク-ウィーン

10日(1ヶ月)

☆☆☆台湾・香港・韓国☆☆☆

8日(1ヶ月)

22日間

9日(1ヶ月)

1ヶ月

4日間

6日(1ヶ月)

8日間

7日(1ヶ月)

15日間

☆☆☆空港〜市内 移動☆☆☆
15日間 15日(1ヶ月)

3日間

5日(1ヶ月)

5日間 3日(1ヶ月)

 7日間 4日(1ヶ月)

10日間 8日(1ヶ月)

3日間

4日間

15日間(1ヶ月) 15日間

22日間

1ヶ月

4日(1ヶ月)

5日(1ヶ月) 3日間

7日(1ヶ月) 4日間

10日(1ヶ月) 8日間

4日(1ヶ月)

8日(1ヶ月)

15日(1ヶ月)

3日(1ヶ月)

8日(１ヶ月)

15日(１ヶ月) 2日(1ヶ月)

3日(1ヶ月)

15日間

ゾーン1-322日間

3日(1ヶ月)

1ヶ月

4日(1ヶ月)

ゾーン1-5

8日(1ヶ月)

15日間 8日間
☆☆☆観光カード・交通カード類☆☆☆

3日(1ヶ月)

4日間 3日間 4日(1ヶ月)

3日間 2日間

8日間 4日間

【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。


