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ユーリンク ヨーロッパ鉄道パス
料金表 [2023年5月料金 ]

北欧エリア

中欧・東欧
エリア
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ユーレイル グローバルパス 
【連続タイプ】 【フレキシータイプ】

おとな ユース シニア おとな ユース シニア

15日間 ¥93,200 ¥70,100 ¥83,900 4日(1ケ月中) ¥52,000 ¥39,100 ¥46,800

22日間 ¥108,900 ¥81,800 ¥98,000 5日(1ケ月中) ¥59,600 ¥44,800 ¥53,600

1ケ月 ¥140,700 ¥105,700 ¥126,700 7日(1ケ月中) ¥70,500 ¥53,100 ¥63,500

2ケ月 ¥153,600 ¥115,300 ¥138,400 10日(2ケ月中) ¥84,400 ¥63,500 ¥76,000

3ケ月 ¥189,200 ¥142,100 ¥170,400 15日(2ケ月中) ¥103,700 ¥77,900 ¥93,300 ユーレイルグローバルパスは下記の対象国すべてをカバーするパスです。

おとな ユース シニア おとな ユース シニア

15日間 ¥73,500 ¥55,300 ¥66,300 4日(1ケ月中) ¥41,000 ¥31,000 ¥36,900

22日間 ¥85,900 ¥64,600 ¥77,300 5日(1ケ月中) ¥47,000 ¥35,500 ¥42,400

1ケ月 ¥111,000 ¥83,400 ¥99,900 7日(1ケ月中) ¥55,800 ¥42,000 ¥50,300

2ケ月 ¥121,100 ¥90,800 ¥109,000 10日(2ケ月中) ¥66,600 ¥50,100 ¥60,000

3ケ月 ¥149,200 ¥112,100 ¥134,400 15日(2ケ月中) ¥81,800 ¥61,600 ¥73,700

ユーレイル スカンジナビアパス ヨーロピアンイーストパス バルカンフレキシーパス
２等

おとな セーバー ユース おとな こども おとな こども おとな こども シニア ユース

3日(1ケ月中) ¥40,700 ¥32,700 ¥36,600 5日(1ケ月中) - - - - 3日(1ケ月中) - - - -

4日(1ケ月中) ¥46,200 ¥37,100 ¥41,700 6日(1ケ月中) - - - - 5日(1ケ月中) - - - -

5日(1ケ月中) ¥50,900 ¥40,900 ¥45,900 7日(1ケ月中) - - - - 7日(1ケ月中) - - - -

6日(1ケ月中) ¥55,300 ¥44,300 ¥49,800 8日(1ケ月中) - - - - 10日(1ケ月中) - - - -

8日(1ケ月中) ¥62,700 ¥50,300 ¥56,400 9日(1ケ月中) - - - - 15日(1ケ月中) - - - -

10日(1ケ月中) - - - -

おとな セーバー ユース おとな こども シニア ユース

3日(1ケ月中) ¥32,200 ¥27,800 ¥29,100 3日(1ケ月中) - - - -

4日(1ケ月中) ¥36,500 ¥30,700 ¥32,900 対象国 オーストリア/チェコ/スロバキア/ハンガリー 5日(1ケ月中) - - - -

5日(1ケ月中) ¥40,200 ¥34,900 ¥36,300 7日(1ケ月中) - - - -

6日(1ケ月中) ¥43,700 ¥37,900 ¥39,500 10日(1ケ月中) - - - -

8日(1ケ月中) ¥49,500 ¥42,900 ¥44,500 15日(1ケ月中) - - - -

対象国 ノルウェー/スウェーデン/フィンランド/デンマーク 対象国

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

対象国

イギリス/フランス/スペイン/ポルトガル/アイルランド/ベルギー/

オランダ/ルクセンブルク/ドイツ/スイス/イタリア/オーストリア/

デンマーク/スウェーデン/ノルウェー/フィンランド/リトアニア/

ポーランド/チェコ/スロバキア/ハンガリー/スロベニア/クロアチア/

セルビア/モンテネグロ/ルーマニア/ブルガリア/マケドニア/

ボスニアヘルツェゴビナ/ギリシャ/トルコ

１等 １等 １等

１等 １等

２等 ２等

２等 2等

ブルガリア/セルビア/モンテネグロ/ルーマニアの一部

/ボスニア・ヘルツェゴビナ/マケドニア/ギリシャ/トルコ

ヨーロッパ全体 のパス

中欧・東欧エリア のパス

ヨーロッパ エリア別 のパス

北欧エリア のパス

鉄道パスのお申込はこちらから
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ブリットレイルパス ブリット イングランドパス ブリット サウスウエストパス
【連続タイプ/北アイルランドを除くイギリス本島全⼟で有効】 【連続タイプ/スコットランド・ウェールズ・北アイルランド除くイングランド地⽅で有効】 【連続タイプ/イギリス南⻄部で有効】

おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア

2日間 ¥29,700 ¥22,000 ¥18,200 ¥25,300 3日間 ¥35,000 ¥28,000 ¥22,300 ¥29,800 3日間 ¥31,700 ¥25,400 ¥20,800 ¥27,100

3日間 ¥44,200 ¥35,500 ¥26,700 ¥37,600 4日間 ¥44,300 ¥35,500 ¥28,000 ¥37,600 4日間 ¥38,600 ¥31,000 ¥25,300 ¥32,800

4日間 ¥54,800 ¥43,900 ¥33,100 ¥46,700 8日間 ¥61,700 ¥49,500 ¥39,200 ¥52,500 8日間 ¥54,800 ¥43,900 ¥35,800 ¥46,700

8日間 ¥77,800 ¥62,400 ¥47,000 ¥66,200 15日間 ¥92,600 ¥74,100 ¥58,600 ¥78,800 15日間 ¥81,000 ¥65,000 ¥52,800 ¥69,000

15日間 ¥114,600 ¥91,900 ¥69,100 ¥97,500 22日間 ¥117,100 ¥93,700 ¥74,000 ¥99,600 22日間 ¥101,800 ¥81,500 ¥66,300 ¥86,600

22日間 ¥145,700 ¥116,400 ¥87,600 ¥123,700 1か月 ¥137,700 ¥110,400 ¥87,000 ¥117,200 1か月 ¥120,200 ¥96,300 ¥78,400 ¥102,300

1か月 ¥172,400 ¥137,900 ¥103,700 ¥146,400

おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア

おとな セーバー 16〜25才 シニア 3日間 ¥24,900 ¥19,900 ¥15,800 ¥21,200 3日間 ¥21,100 ¥17,000 ¥13,900 ¥18,000

2日間 ¥19,800 ¥14,700 ¥12,200 ¥17,000 4日間 ¥29,500 ¥23,700 ¥18,800 ¥25,200 4日間 ¥25,800 ¥20,600 ¥16,900 ¥22,000

3日間 ¥29,500 ¥23,600 ¥17,800 ¥25,100 8日間 ¥41,900 ¥33,600 ¥26,600 ¥35,700 8日間 ¥37,300 ¥29,900 ¥24,400 ¥31,700

4日間 ¥36,300 ¥29,200 ¥22,000 ¥31,000 15日間 ¥61,700 ¥49,500 ¥39,200 ¥52,500 15日間 ¥54,800 ¥43,900 ¥35,800 ¥46,700

8日間 ¥52,500 ¥42,100 ¥28,700 ¥44,700 22日間 ¥77,800 ¥62,400 ¥49,300 ¥66,200 22日間 ¥68,600 ¥54,900 ¥44,700 ¥58,400

15日間 ¥77,700 ¥62,400 ¥47,000 ¥66,200 1か月 ¥92,600 ¥74,100 ¥58,600 ¥78,800 1か月 ¥81,000 ¥65,000 ¥52,800 ¥69,000

22日間 ¥97,100 ¥77,900 ¥58,600 ¥82,600

1か月 ¥114,600 ¥91,900 ¥69,100 ¥97,500

ブリットレイルフレキシーパス ブリット イングランドフレキシーパス ブリット サウスウエストフレキシーパス
【フレキシータイプ/北アイルランドを除くイギリス本島全⼟で有効】 【フレキシータイプ/スコットランド・ウェールズ・北アイルランド除くイングランド地⽅で有効】 【フレキシータイプ/イギリス南⻄部で有効】

おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア

2日(1ケ月中) ¥37,000 ¥29,500 ¥22,300 ¥31,400 3日(1ケ月中) ¥44,200 ¥35,500 ¥28,100 ¥37,600 3日(1ケ月中) ¥38,600 ¥31,000 ¥25,300 ¥32,800

3日(1ケ月中) ¥54,800 ¥43,900 ¥33,000 ¥46,700 4日(1ケ月中) ¥54,800 ¥43,900 ¥34,700 ¥46,700 4日(1ケ月中) ¥47,800 ¥38,500 ¥31,400 ¥40,800

4日(1ケ月中) ¥67,300 ¥53,800 ¥40,600 ¥57,200 8日(1ケ月中) ¥78,700 ¥63,000 ¥49,800 ¥67,000 8日(1ケ月中) ¥69,400 ¥55,800 ¥45,400 ¥59,200

8日(1ケ月中) ¥98,600 ¥78,800 ¥59,400 ¥83,800 15日(1ケ月中) ¥118,000 ¥94,300 ¥74,400 ¥100,300 15日(1ケ月中) ¥103,100 ¥82,600 ¥67,300 ¥87,800

15日(1ケ月中) ¥146,900 ¥117,600 ¥88,400 ¥125,000

おとな セーバー 16〜25才 シニア おとな セーバー 16〜25才 シニア

おとな セーバー 16〜25才 シニア 3日(1ケ月中) ¥30,400 ¥24,400 ¥19,300 ¥25,900 3日(1ケ月中) ¥27,100 ¥21,800 ¥17,800 ¥23,100

2日(1ケ月中) ¥25,100 ¥20,100 ¥15,400 ¥21,500 4日(1ケ月中) ¥37,300 ¥29,900 ¥23,600 ¥31,700 4日(1ケ月中) ¥32,700 ¥26,200 ¥21,500 ¥27,900

3日(1ケ月中) ¥37,300 ¥29,900 ¥22,600 ¥31,700 8日(1ケ月中) ¥53,300 ¥42,700 ¥33,800 ¥45,400 8日(1ケ月中) ¥46,400 ¥37,300 ¥30,400 ¥39,600

4日(1ケ月中) ¥46,500 ¥37,300 ¥28,100 ¥39,600 15日(1ケ月中) ¥80,200 ¥64,200 ¥50,700 ¥68,100 15日(1ケ月中) ¥69,400 ¥55,800 ¥45,400 ¥59,200

8日(1ケ月中) ¥66,300 ¥53,100 ¥39,900 ¥56,400

15日(1ケ月中) ¥99,600 ¥79,700 ¥59,900 ¥84,600

※ セーバーは3名以上同⾏/シニアは60歳以上

※ ブリットレイルパス/イングランドパス/サウスウエストパスはおとなと同⾏する15歳までのこどもが

    おとな1名あたり1名無料 (それ以外の5-15歳のこどもは⼤⼈の約半額)

１等 １等

１等 １等 １等

１等

２等 ２等

２等

２等 ２等

２等

イギリス のパス

鉄道パスのお申込はこちらから
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ブリット ロンドンプラスパス ブリット スピリット オブ スコットランドパス ブリット セントラルスコットランドパス
【フレキシータイプ/ロンドン近郊などイギリス南東部で有効】 【フレキシータイプ/スコットランド地⽅で有効】 【フレキシータイプ/エジンバラ・グラスゴーなどスコットランド地⽅の主要都市で有効】

おとな 5〜15才 16〜25才 シニア

3日(1ケ月中) ¥32,000 ¥16,300 ¥21,100 ¥27,400 4日(8日中） 3日(7日中）

4日(1ケ月中) ¥37,000 ¥18,700 ¥24,300 ¥31,500 8日(15日中）

8日(1ケ月中) ¥52,100 ¥26,300 ¥34,200 ¥44,400

ブリット スコティッシュハイランドパス
おとな 5〜15才 16〜25才 シニア 【フレキシータイプ/スコットランド北部のハイランド地⽅で有効】

3日(1ケ月中) ¥23,100 ¥11,800 ¥15,200 ¥19,700 ※ セーバーは3名以上同⾏/シニアは60歳以上

4日(1ケ月中) ¥27,900 ¥14,200 ¥18,300 ¥23,800 ※ ブリットレイルパス/イングランドパス/サウスウエストパスはおとなと同⾏する15歳までのこどもが

8日(1ケ月中) ¥38,600 ¥19,600 ¥25,300 ¥32,800 4日(8日中）     おとな1名あたり1名無料 (それ以外の5-15歳のこどもは⼤⼈の約半額)

ユーレイル アイルランドパス

おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥25,800 ¥20,800 ¥23,300

4日(1ケ月中) ¥31,000 ¥24,900 ¥28,000

5日(1ケ月中) ¥35,800 ¥28,800 ¥32,400

6日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300

8日(1ケ月中) ¥48,400 ¥38,800 ¥43,700

おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥20,500 ¥17,800 ¥18,400

4日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,200 ¥22,200

5日(1ケ月中) ¥28,300 ¥24,500 ¥25,600

6日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800

8日(1ケ月中) ¥38,200 ¥33,200 ¥34,400

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

¥6,100

¥40,400 ¥20,500

１等 ２等 ２等

おとな 5〜15才 おとな 5〜15才

２等

２等

おとな 5〜15才

¥32,000 ¥16,300 ¥11,700

¥19,800 ¥10,200

１等

２等

アイルランド のパス

イギリス のパス

鉄道パスのお申込はこちらから
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ユーレイル ジャーマンレイルパス ユーレイル ジャーマンレイルパス
【フレキシータイプ】 【連続タイプ】

おとな ツイン ユース おとな ツイン ユース

3日(1ケ月中) ¥42,800 - ¥34,300 3日 ¥40,600 - ¥32,700

4日(1ケ月中) ¥48,400 - ¥38,800 4日 ¥46,100 - ¥36,900

5日(1ケ月中) ¥53,400 - ¥42,900 5日 ¥50,800 - ¥40,700

7日(1ケ月中) ¥62,200 - ¥50,000 7日 ¥59,100 - ¥47,500

10日(1ケ月中) ¥79,300 - ¥63,600 10日 ¥71,500 - ¥57,400

15日(1ケ月中) ¥109,000 - ¥87,300 15日 ¥98,200 - ¥78,500

おとな ツイン ユース おとな ツイン 12ー25才

3日(1ケ月中) ¥32,100 - ¥26,000 3日 ¥30,500 - ¥24,500

4日(1ケ月中) ¥36,500 - ¥29,300 4日 ¥34,600 - ¥27,800

5日(1ケ月中) ¥40,200 - ¥32,200 5日 ¥38,200 - ¥30,700

7日(1ケ月中) ¥46,700 - ¥37,400 7日 ¥44,300 - ¥35,500

10日(1ケ月中) ¥58,000 - ¥46,500 10日 ¥52,200 - ¥41,800

15日(1ケ月中) ¥79,300 - ¥63,600 15日 ¥71,500 - ¥57,400

※ ジャーマンレイルパスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳

スイストラベルパス スイストラベルパス フレックス スイス ハーフフェアーカード
【連続タイプ】 【フレキシータイプ】 【1ヶ⽉間　鉄道や登⼭列⾞などのチケットを半額で購⼊可能】

おとな 16〜25才 6〜15才 おとな 16〜25才 6〜15才

3日間 ¥59,200 ¥41,900 ¥29,900 3日(1ケ月中) ¥67,900 ¥48,100 ¥34,200 1ケ月

4日間 ¥71,600 ¥50,600 ¥36,100 4日(1ケ月中) ¥82,300 ¥58,100 ¥41,400

6日間 ¥91,200 ¥64,400 ¥45,800 6日(1ケ月中) ¥97,500 ¥68,900 ¥49,000

8日間 ¥98,600 ¥69,900 ¥49,600 8日(1ケ月中) ¥103,700 ¥73,500 ¥52,100

15日間 ¥107,900 ¥76,700 ¥54,200 15日(1ケ月中) ¥112,800 ¥80,200 ¥56,700

おとな 16〜25才 6〜15才 おとな 16〜25才 6〜15才

3日間 ¥37,400 ¥26,600 ¥19,000 3日(1ケ月中) ¥43,000 ¥30,600 ¥21,800

4日間 ¥45,200 ¥32,200 ¥22,900 4日(1ケ月中) ¥51,900 ¥36,900 ¥26,200

6日間 ¥57,600 ¥40,900 ¥29,100 6日(1ケ月中) ¥61,600 ¥43,800 ¥31,100

8日間 ¥62,400 ¥44,400 ¥31,500 8日(1ケ月中) ¥65,600 ¥46,600 ¥33,000

15日間 ¥68,700 ¥49,300 ¥34,600 15日(1ケ月中) ¥71,900 ¥51,600 ¥36,200

１等 １等

２等 ２等

1等 1等 1等・2等　共通

おとな

¥19,600

２等 ２等

スイスファミリーカード

(無料)

スイストラベルパス/フレキシー/トランスファーチケットで

親と同⾏する15歳までのこどもは無料となります。

(それ以外のこどもは下記料⾦)

スイス のパス

ドイツ のパス

鉄道パスのお申込はこちらから
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ユーレイル フランスパス ユーレイル ベネルクスパス ユーレイルイタリアパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

1日(1ケ月中) ¥16,700 ¥13,400 ¥15,100 3日(1ケ月中) ¥25,800 ¥20,800 ¥23,300 3日(1ケ月中) ¥27,100 ¥21,700 ¥24,400

2日(1ケ月中) ¥24,700 ¥19,800 ¥22,300 4日(1ケ月中) ¥31,000 ¥24,900 ¥28,000 4日(1ケ月中) ¥32,500 ¥26,100 ¥29,400

3日(1ケ月中) ¥31,100 ¥25,000 ¥28,200 5日(1ケ月中) ¥35,800 ¥28,800 ¥32,400 5日(1ケ月中) ¥37,600 ¥30,200 ¥34,000

4日(1ケ月中) ¥36,600 ¥29,400 ¥33,000 6日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300 6日(1ケ月中) ¥42,300 ¥33,800 ¥38,000

5日(1ケ月中) ¥41,700 ¥33,500 ¥37,600 8日(1ケ月中) ¥48,400 ¥38,800 ¥43,700 8日(1ケ月中) ¥50,800 ¥40,700 ¥45,900

6日(1ケ月中) ¥46,200 ¥37,100 ¥41,700

7日(1ケ月中) ¥50,300 ¥40,400 ¥45,300 おとな ユース シニア おとな ユース シニア

8日(1ケ月中) ¥54,500 ¥43,700 ¥49,200 3日(1ケ月中) ¥20,500 ¥17,800 ¥18,400 3日(1ケ月中) ¥21,400 ¥17,800 ¥19,400

4日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,200 ¥22,200 4日(1ケ月中) ¥25,800 ¥21,200 ¥23,300

おとな セーバー ユース 5日(1ケ月中) ¥28,300 ¥24,500 ¥25,600 5日(1ケ月中) ¥29,700 ¥24,500 ¥26,900

1日(1ケ月中) ¥12,600 ¥11,000 ¥11,400 6日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800 6日(1ケ月中) ¥33,500 ¥27,500 ¥30,200

2日(1ケ月中) ¥18,700 ¥16,200 ¥16,800 8日(1ケ月中) ¥38,200 ¥33,200 ¥34,400 8日(1ケ月中) ¥40,100 ¥33,200 ¥36,200

3日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,400 ¥22,200

4日(1ケ月中) ¥29,100 ¥25,300 ¥26,300

5日(1ケ月中) ¥33,000 ¥28,600 ¥29,700

6日(1ケ月中) ¥36,500 ¥31,600 ¥32,900

7日(1ケ月中) ¥39,800 ¥34,400 ¥35,800

8日(1ケ月中) ¥43,100 ¥37,400 ¥38,800

ユーレイル スペインパス レンフェ スペインパス ユーレイル ポルトガルパス

おとな ユース シニア おとな こども おとな こども おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥36,200 ¥29,100 ¥32,500 4区間(1ケ月中) - - - - 3日(1ケ月中) ¥19,800 ¥15,900 ¥17,900

4日(1ケ月中) ¥41,800 ¥33,500 ¥37,700 6区間(1ケ月中) - - - - 4日(1ケ月中) ¥24,400 ¥19,700 ¥22,000

5日(1ケ月中) ¥46,700 ¥37,400 ¥42,100 8区間(1ケ月中) - - - - 5日(1ケ月中) ¥28,600 ¥23,000 ¥25,800

6日(1ケ月中) ¥51,200 ¥41,000 ¥46,200 10区間(1ケ月中) - - - - 6日(1ケ月中) ¥32,700 ¥26,300 ¥29,600

8日(1ケ月中) ¥59,200 ¥47,500 ¥53,400 8日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥28,600 ¥24,900 ¥25,800 3日(1ケ月中) ¥15,700 ¥13,700 ¥14,200

4日(1ケ月中) ¥33,000 ¥28,800 ¥29,700 4日(1ケ月中) ¥19,400 ¥16,800 ¥17,500

5日(1ケ月中) ¥36,900 ¥32,100 ¥33,300 5日(1ケ月中) ¥22,700 ¥19,700 ¥20,500

6日(1ケ月中) ¥40,400 ¥35,200 ¥36,500 6日(1ケ月中) ¥26,000 ¥22,500 ¥23,400

8日(1ケ月中) ¥46,800 ¥40,600 ¥42,300 8日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

１等 １等 １等

２等 ２等

２等

１等 １等 ２等 １等

２等 ２等

イタリア のパスベネルクスのパス
（ベルギー・オランダ・ルクセンブルク）

フランスのパス

鉄道パスのお申込はこちらから

スペイン のパス ポルトガル のパス
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ユーレイル デンマークパス ユーレイル スウェーデンパス ユーレイル フィンランドパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥25,800 ¥20,800 ¥23,300 3日(1ケ月中) ¥36,200 ¥29,100 ¥32,500 3日(1ケ月中) ¥25,800 ¥20,800 ¥23,300

4日(1ケ月中) ¥31,000 ¥24,900 ¥28,000 4日(1ケ月中) ¥41,800 ¥33,500 ¥37,700 4日(1ケ月中) ¥31,000 ¥24,900 ¥28,000

5日(1ケ月中) ¥35,800 ¥28,800 ¥32,400 5日(1ケ月中) ¥46,700 ¥37,400 ¥42,100 5日(1ケ月中) ¥35,800 ¥28,800 ¥32,400

6日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300 6日(1ケ月中) ¥51,200 ¥41,000 ¥46,200 6日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300

8日(1ケ月中) ¥48,400 ¥38,800 ¥43,700 8日(1ケ月中) ¥59,200 ¥47,500 ¥53,400 8日(1ケ月中) ¥48,400 ¥38,800 ¥43,700

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥20,500 ¥17,800 ¥18,400 3日(1ケ月中) ¥28,600 ¥24,900 ¥25,800 3日(1ケ月中) ¥20,500 ¥17,800 ¥18,400

4日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,200 ¥22,200 4日(1ケ月中) ¥33,000 ¥28,800 ¥29,700 4日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,200 ¥22,200

5日(1ケ月中) ¥28,300 ¥24,500 ¥25,600 5日(1ケ月中) ¥36,900 ¥32,100 ¥33,300 5日(1ケ月中) ¥28,300 ¥24,500 ¥25,600

6日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800 6日(1ケ月中) ¥40,400 ¥35,200 ¥36,500 6日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800

8日(1ケ月中) ¥38,200 ¥33,200 ¥34,400 8日(1ケ月中) ¥46,800 ¥40,600 ¥42,300 8日(1ケ月中) ¥38,200 ¥33,200 ¥34,400

ユーレイル ノルウェーパス ノルウェー ナットシェル（※列⾞予約込)
２等

おとな ユース シニア オスロ-ベルゲン (1ケ月中) -

3日(1ケ月中) ¥28,600 ¥24,900 ¥25,800 ベルゲン-ベルゲン (1ケ月中) -

4日(1ケ月中) ¥33,000 ¥28,800 ¥29,700 オスロ-ボス-オスロ (1ケ月中) -

5日(1ケ月中) ¥36,900 ¥32,100 ¥33,300 ユーレイルパス割引/ ミルダール-ボス (1ケ月中) -

6日(1ケ月中) ¥40,400 ¥35,200 ¥36,500 ※( )内はチケット記載⾏程の通⽤期間

8日(1ケ月中) ¥46,800 ¥40,600 ¥42,300

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

２等 ２等 ２等

２等

１等 １等 １等

デンマーク のパス

ノルウェー のパス

スウェーデン のパス フィンランド のパス

鉄道パスのお申込はこちらから

ノルウェーフィヨルド のチケット

ナットシェルのお申込はこちらから

7

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


ユーレイル オーストリアパス ユーレイル チェコパス ユーレイル ハンガリーパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥31,100 ¥25,000 ¥28,200 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥19,800 ¥15,900 ¥17,900

4日(1ケ月中) ¥36,600 ¥29,400 ¥33,000 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥24,400 ¥19,700 ¥22,000

5日(1ケ月中) ¥41,700 ¥33,500 ¥37,600 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥28,600 ¥23,000 ¥25,800

6日(1ケ月中) ¥46,200 ¥37,100 ¥41,700 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥32,700 ¥26,300 ¥29,600

8日(1ケ月中) ¥54,500 ¥43,700 ¥49,200 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥24,500 ¥21,400 ¥22,200 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥15,700 ¥13,700 ¥14,200

4日(1ケ月中) ¥29,100 ¥25,300 ¥26,300 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥19,400 ¥16,800 ¥17,500

5日(1ケ月中) ¥33,000 ¥28,600 ¥29,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥22,700 ¥19,700 ¥20,500

6日(1ケ月中) ¥36,500 ¥31,600 ¥32,900 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥26,000 ¥22,500 ¥23,400

8日(1ケ月中) ¥39,800 ¥34,400 ¥35,800 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800

ユーレイル スロバキアパス ユーレイル ポーランドパス ユーレイル クロアチアパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500

4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500

5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300

6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100

8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300

4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500

5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700

6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100

8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

１等 １等 １等

２等 ２等 ２等

２等 ２等 ２等

１等 １等 １等

ハンガリー のパスオーストリア のパス チェコ のパス

ポーランド のパス

鉄道パスのお申込はこちらから

スロバキア のパス クロアチア のパス
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ユーレイル スロベニアパス ユーレイル セルビアパス ユーレイル マケドニアパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500

4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500

5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300

6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100

8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300

4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500

5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700

6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100

8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100

ユーレイル ギリシャパス ユーレイル ルーマニアパス ユーレイル ブルガリアパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥19,800 ¥15,900 ¥17,900 3日(1ケ月中) ¥19,800 ¥15,900 ¥17,900 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500

4日(1ケ月中) ¥24,400 ¥19,700 ¥22,000 4日(1ケ月中) ¥24,400 ¥19,700 ¥22,000 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500

5日(1ケ月中) ¥28,600 ¥23,000 ¥25,800 5日(1ケ月中) ¥28,600 ¥23,000 ¥25,800 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300

6日(1ケ月中) ¥32,700 ¥26,300 ¥29,600 6日(1ケ月中) ¥32,700 ¥26,300 ¥29,600 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100

8日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300 8日(1ケ月中) ¥40,200 ¥32,200 ¥36,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥15,700 ¥13,700 ¥14,200 3日(1ケ月中) ¥15,700 ¥13,700 ¥14,200 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300

4日(1ケ月中) ¥19,400 ¥16,800 ¥17,500 4日(1ケ月中) ¥19,400 ¥16,800 ¥17,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500

5日(1ケ月中) ¥22,700 ¥19,700 ¥20,500 5日(1ケ月中) ¥22,700 ¥19,700 ¥20,500 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700

6日(1ケ月中) ¥26,000 ¥22,500 ¥23,400 6日(1ケ月中) ¥26,000 ¥22,500 ¥23,400 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100

8日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800 8日(1ケ月中) ¥31,900 ¥27,500 ¥28,800 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

１等 １等 １等

２等 ２等 ２等

２等 ２等 ２等

１等 １等 １等

鉄道パスのお申込はこちらから

ルーマニア のパス

セルビア のパス

鉄道パスのお申込はこちらから

スロベニア のパス

ブルガリア のパスギリシャ のパス

マケドニア のパス
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ユーレイル トルコパス ユーレイル リトアニアパス ユーレイル ラトビアパス

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500 3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500

4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500 4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500

5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300

6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100

8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300

おとな ユース シニア おとな ユース シニア おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300

4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500

5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700

6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100

8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100 8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100

ユーレイル エストニアパス

おとな ユース シニア

3日(1ケ月中) ¥12,800 ¥10,300 ¥11,500

4日(1ケ月中) ¥16,100 ¥12,900 ¥14,500

5日(1ケ月中) ¥19,200 ¥15,400 ¥17,300 座席指定料
6日(1ケ月中) ¥22,300 ¥17,900 ¥20,100 【⽇中の列⾞】 【寝台列⾞】

8日(1ケ月中) ¥28,200 ¥22,700 ¥25,300 列⾞/座席種別 1等 2等 列⾞種別 シングル ダブル クシェット4 座席

IC/EC/ICEなど 通常の列⾞ ¥2,000 ¥2,000 ナイトジェット - - - -

おとな ユース シニア イギリス 通常の列⾞ ¥2,000 ¥2,000 - - - - -

3日(1ケ月中) ¥10,300 ¥9,000 ¥9,300 フランス TGV国内線(一部除く) - - ※ 1名様1区間あたりの料⾦

4日(1ケ月中) ¥12,800 ¥11,000 ¥11,500 イタリア フレッチャロッサ/ECなど ¥3,000 ¥3,000

5日(1ケ月中) ¥15,100 ¥13,200 ¥13,700 北欧 SJ2000 ¥4,000 ¥2,500

6日(1ケ月中) ¥17,600 ¥15,400 ¥16,100 スイス 氷河特急(サマー) ¥9,500 ¥9,500

8日(1ケ月中) ¥22,300 ¥19,400 ¥20,100

※ すべてのユーレイル関連パスはおとなと同⾏する11才までのこどもはおとな1名につき2名まで無料/ユース料⾦の対象年齢は12〜27歳　(なおユーレイル関連パスは全てモバイルパス/Eチケットでの⼿配となります)

※( )内はフレキシータイプのパスの通⽤期間

１等 １等 １等

２等 ２等 ２等

１等

２等

トルコ のパス

各種座席指定料など(パスホルダー料金)

パスホルダーチケットのお申込はこちらから

鉄道パスのお申込はこちらから ⇧にもどる■INDEX

リトアニア のパス ラトビア のパス

エストニアのパス
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