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■ユーレイルグローバルパス　キャンペーン料⾦ ■ユーレイルセレクトパス 4か国 キャンペーン料⾦ ■ユーレイルセレクトパス 3か国 キャンペーン料⾦
【２等】 【２等】 【２等】

おとな セーバー ユース ユース ロー料⾦ おとな セーバー ユース ユース ロー料⾦ おとな セーバー ユース ユース
15日間 \60,200 \51,300 \48,400 \39,500 5日(2ケ月) \26,200 \22,400 \21,100 \17,300 . 5日(2ケ月) \24,500 \21,000 \19,800 \16,300
22日間 \77,500 \66,000 \62,200 \50,600 . 6日(2ケ月) \28,800 \24,600 \23,200 \19,000 . 6日(2ケ月) \27,100 \23,200 \21,900 \18,000
1ケ月 \95,000 \81,000 \76,200 \62,200 . 8日(2ケ月) \33,600 \28,700 \27,000 \22,100 . 8日(2ケ月) \31,500 \26,900 \25,500 \20,800
2ケ月 \133,800 \114,000 \107,300 \87,300 . 10日(2ケ月) \37,700 \32,200 \30,400 \24,800 . 10日(2ケ月) \35,300 \30,100 \28,400 \23,200
3ケ月 \164,900 \140,400 \132,100 \107,500 ミッド料⾦ おとな セーバー ユース ユース ミッド料⾦ おとな セーバー ユース ユース

おとな セーバー ユース ユース . 5日(2ケ月) \37,700 \32,200 \30,400 \24,800 . 5日(2ケ月) \34,500 \29,500 \27,900 \22,800
5日(1か月) \47,200 \40,400 \38,000 \31,100 . 6日(2ケ月) \41,500 \35,400 \33,500 \27,300 . 6日(2ケ月) \38,100 \32,600 \30,800 \25,200
7日(1ケ月) \57,500 \48,900 \46,100 \37,600 . 8日(2ケ月) \48,400 \41,200 \38,800 \31,800 . 8日(2ケ月) \44,400 \37,800 \35,600 \29,200
10日(2ケ月) \70,800 \60,300 \56,800 \46,400 . 10日(2ケ月) \54,600 \46,600 \43,900 \35,900 . 10日(2ケ月) \50,100 \42,700 \40,200 \32,800
15日(2ケ月) \92,600 \78,900 \74,400 \60,600 . ハイ料⾦ おとな セーバー ユース ユース ハイ料⾦ おとな セーバー ユース ユース

(20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) . 5日(2ケ月) \43,000 \36,800 \34,600 \28,400 . 5日(2ケ月) \39,700 \33,900 \32,000 \26,200
ユーレイルセレクトパス(3/4か国) . 6日(2ケ月) \47,000 \40,100 \37,800 \30,800 . 6日(2ケ月) \43,700 \37,300 \35,200 \28,800
選択国の合計ポイント数でロー料⾦/ミッド料⾦/ハイ料⾦が確定 . 8日(2ケ月) \54,700 \46,700 \44,000 \36,000 . 8日(2ケ月) \51,200 \43,600 \41,200 \33,600
 オーストリア/ドイツ/フランス/イタリア/スイス︓20ポイント . 10日(2ケ月) \62,400 \53,200 \50,200 \40,900 . 10日(2ケ月) \57,500 \48,900 \46,100 \37,600
 べネルクス/チェコ/デンマーク/ハンガリー/ノルウェー/スペイン/スウェーデン︓5ポイント (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可)
 フィンランド/ポルトガル/ルーマニアなど上記以外の国︓1ポイント 合計ポイント数︓〜10 ロー料⾦/11〜45ミッド料⾦/46〜ハイ料⾦ 合計ポイント数︓〜10 ロー料⾦/11〜30ミッド料⾦/31〜ハイ料⾦

■ユーレイルセレクトパス 2か国 キャンペーン料⾦
ロー料⾦ ミッド料⾦ ハイ料⾦
【１等】 おとな セーバー ユース - 【１等】 おとな セーバー ユース - 【１等】 おとな セーバー ユース -

4日(2ケ月) \20,400 \17,600 \16,500 - . 4日(2ケ月) \28,000 \23,900 \22,500 - . 4日(2ケ月) \32,800 \28,000 \26,400 -
5日(2ケ月) \22,900 \19,600 \18,600 - . 5日(2ケ月) \31,400 \26,800 \25,300 - . 5日(2ケ月) \36,900 \31,500 \29,700 -
6日(2ケ月) \25,500 \21,800 \20,600 - . 6日(2ケ月) \34,600 \29,600 \27,900 - . 6日(2ケ月) \40,600 \34,700 \32,800 -
8日(2ケ月) \29,500 \25,200 \23,800 - . 8日(2ケ月) \40,400 \34,400 \32,400 - . 8日(2ケ月) \47,300 \40,400 \38,000 -
10日(2ケ月) \33,100 \28,300 \26,600 - . 10日(2ケ月) \45,400 \38,800 \36,600 - . 10日(2ケ月) \53,300 \45,400 \42,800 -

【２等】 おとな セーバー ユース - 【２等】 おとな セーバー ユース - 【２等】 おとな セーバー ユース -
4日(2ケ月) \16,500 \14,200 \13,600 - . 4日(2ケ月) \22,500 \19,300 \18,500 - . 4日(2ケ月) \26,400 \22,500 \21,600 -
5日(2ケ月) \18,600 \15,900 \15,200 - . 5日(2ケ月) \25,300 \21,700 \20,800 - . 5日(2ケ月) \29,700 \25,300 \24,300 -
6日(2ケ月) \20,600 \17,600 \16,900 - . 6日(2ケ月) \27,900 \23,900 \22,800 - . 6日(2ケ月) \32,800 \28,000 \26,800 -
8日(2ケ月) \23,800 \20,400 \19,600 - . 8日(2ケ月) \32,400 \27,700 \26,600 - . 8日(2ケ月) \38,000 \32,500 \31,100 -
10日(2ケ月) \26,600 \22,800 \21,800 - . 10日(2ケ月) \36,600 \31,200 \30,000 - . 10日(2ケ月) \42,800 \36,600 \34,900 -

(20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可)
適用国 適用国 適用国 デンマーク/ジャーマン
ブルガリア/ギリシャ ハンガリー/クロアチア+スロベニア オーストリア/クロアチア+スロべニア オーストリア/チェコ フランス/ジャーマン
ブルガリア/ルーマニア ハンガリー/モンテネグロ+セルビア オーストリア/スロバキア オーストリア/ジャーマン フランス/イタリア
ブルガリア/トルコ モンテネグロ+セルビア/ルーマニア クロアチア+スロベニア+イタリア オーストリア/ハンガリー フランス/スペイン
チェコ/スロバキア ハンガリー/スロバキア ジャーマン/ポーランド オーストリア/イタリア フランス/スイス
ハンガリー/ルーマニア ブルガリア/モンテネグロ+セルビア ギリシャ/イタリア オーストリア/スイス ジャーマン/スウェーデン
クロアチア+スロベニア/モンテネグロ+セルビア ベネルクス/ジャーマン ジャーマン/スイス

べネルクス/フランス イタリア/スペイン
チェコ/ジャーマン ポルトガル/スペイン

■ユーレイル スカンジナビアパス キャンペーン料⾦ ■ユーレイル1か国パス キャンペーン料⾦ ■ユーレイル1か国パス キャンペーン料⾦
スペイン/スウェーデン/ ノルウェー オーストリア/ベネルクス/フィンランド/アイルランド/イタリア

【１等】 おとな セーバー ユース 【１等】 おとな セーバー ユース - 【１等】 おとな セーバー ユース
3日(1ケ月） \27,600 \23,600 \22,400 . 3日(1ケ月） \23,800 \20,400 \19,200 - . 3日(1ケ月） \20,400 \17,600 \16,600
4日(1ケ月） \31,900 \27,200 \25,600 . 4日(1ケ月） \28,300 \24,100 \22,800 - . 4日(1ケ月） \24,500 \21,000 \19,800
5日(1ケ月） \35,700 \30,500 \28,800 . 5日(1ケ月） \31,900 \27,200 \25,600 - . 5日(1ケ月） \28,300 \24,100 \22,800
8日(1ケ月） \45,400 \38,700 \36,400 . 8日(1ケ月） \41,800 \35,600 \33,600 - . 8日(1ケ月） \38,000 \32,400 \30,500

【２等】 おとな セーバー ユース 【２等】 おとな セーバー ユース 【２等】 おとな セーバー ユース
3日(1ケ月） \22,400 \19,100 \18,300 - . 3日(1ケ月） \19,200 \16,500 \15,800 . 3日(1ケ月） \16,600 \14,200 \13,600 -
4日(1ケ月） \25,600 \22,000 \21,100 - . 4日(1ケ月） \22,800 \19,400 \18,600 . 4日(1ケ月） \19,800 \16,900 \16,200 -
5日(1ケ月） \28,800 \24,500 \23,500 - . 5日(1ケ月） \25,600 \22,000 \21,100 . 5日(1ケ月） \22,800 \19,400 \18,600 -
8日(1ケ月） \36,400 \31,100 \29,700 - . 8日(1ケ月） \33,600 \28,700 \27,400 . 8日(1ケ月） \30,500 \26,000 \24,900 -

(20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) (ノルウェーは2等料⾦のみ) (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可)

■ユーレイル1か国パス キャンペーン料⾦ ■ユーレイル1か国パス キャンペーン料⾦ ■ユーレイル1か国パス キャンペーン料⾦
デンマーク/スロバキア ブルガリア/クロアチア/チェコ/ギリシャ/ハンガリー/ポルトガル ポーランド/ルーマニア/スロベニア

【１等】 おとな セーバー ユース 【１等】 おとな セーバー ユース 【１等】 おとな セーバー ユース
3日(1ケ月） \17,200 \14,800 \13,900 . 3日(1ケ月） \12,800 \11,000 \10,400 . 3日(1ケ月） \9,400 \8,200 \7,600
4日(1ケ月） \20,800 \17,900 \16,800 . 4日(1ケ月） \16,000 \13,700 \13,000 . 4日(1ケ月） \11,800 \10,200 \9,600
5日(1ケ月） \24,200 \20,700 \19,600 . 5日(1ケ月） \18,800 \16,100 \15,200 . 5日(1ケ月） \14,200 \12,300 \11,500
8日(1ケ月） \33,500 \28,600 \26,900 . 8日(1ケ月） \26,800 \22,900 \21,600 . 8日(1ケ月） \20,700 \17,600 \16,700

【２等】 おとな セーバー ユース 【２等】 おとな セーバー ユース 【２等】 おとな セーバー ユース
3日(1ケ月） \13,900 \12,000 \11,400 - . 3日(1ケ月） \10,400 \8,900 \8,600 - . 3日(1ケ月） \7,600 \6,600 \6,400 -
4日(1ケ月） \16,800 \14,400 \13,800 - . 4日(1ケ月） \13,000 \11,100 \10,700 - . 4日(1ケ月） \9,600 \8,300 \8,000 -
5日(1ケ月） \19,600 \16,700 \16,000 - . 5日(1ケ月） \15,200 \13,100 \12,500 - . 5日(1ケ月） \11,500 \10,000 \9,600 -
8日(1ケ月） \26,900 \22,900 \22,000 - . 8日(1ケ月） \21,600 \18,500 \17,700 - . 8日(1ケ月） \16,700 \14,400 \13,700 -

(20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可) (ポルトガルは2等セーバー料⾦なし) (20％オフキャンペーン料⾦/払戻等不可)

お申し込み、お問い合わせは

割引キャンペーンは12月末までの購⼊分まで　/　ユーレイル関連パスは全ておとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名あたり2名まで無料

ユーレイル関連パス　キャンペーン料⾦表 2016DEC

【１等】 【１等】 【１等】

鉄道パスのお申込はこちらから

http://form1.fc2.com/form/?id=748387
http://form1.fc2.com/form/?id=748387

