
OHS 　ヨーロッパ区間乗車券 2013年11月料金表
●フランス ●スイス 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500

所要時間 Via：経由地等 1等 2等 所要時間 Via：経由地等 1等 2等
パリ ヴェルノン 0h45 ｼﾞﾍﾞﾙﾆｰ最寄駅 ¥4,300 ¥3,300 チューリッヒ ルツェルン 0h50 ¥6,600 ¥4,200
レンヌ モンサンミッシェル 1h20 ﾊﾞｽ（鉄道ﾊﾟｽ適用不可) - ¥3,100 ジュネーブ 2h40 ﾍﾞﾙﾝ ¥18,500 ¥11,200
リヨン グルノーブル 1h ¥6,000 ¥4,300 ローザンヌ 2h10 ¥17,100 ¥10,300
ニース モナコ 0h20 - ¥2,500 ベルン 1h ¥12,100 ¥7,400

ヴェンティミリア 0h50 ｲﾀﾘｱ国境駅 - ¥2,500 バーゼル 1h ¥7,800 ¥4,900
インターラーケン 2h ﾍﾞﾙﾝ ¥16,200 ¥9,700

●ベルギー/オランダ/ルクセンブルグ ※全席指定列車には使えません。ﾍﾞﾈﾙｸｽ内のICは座席指定不可 2h50 ﾙﾂｪﾙﾝ（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾟｽﾗｲﾝ) ¥12,100 ¥7,400
所要時間 Via：経由地等 1等 2等 ツェルマット 3h20 ﾍﾞﾙﾝ ¥27,700 ¥16,300

ブルージュ 1h ¥5,600 ¥4,000 クール 1h20 ¥10,000 ¥6,200
ブリュッセル アントワープ 0h50 ¥3,600 ¥2,800 サンモリッツ 3h20 ¥17,400 ¥10,400

リエージュ 1h10 ¥5,700 ¥4,200 ザンクト・ガレン 1h10 ¥7,700 ¥4,900
ゲント 0h30 ¥4,200 ¥3,100 チューリッヒ空港駅 ルツェルン 1h10 ¥7,400 ¥4,800
ルクセンブルグ 3h ¥10,000 ¥6,900 ジュネーブ 3h ¥19,400 ¥11,600

ブリュッセル空港駅 ブルージュ 1h30 ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ北駅 ¥6,800 ¥4,800 ローザンヌ 2h30 ¥17,700 ¥10,600
アントワープ 1h10 ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ北駅 ¥3,100 ¥2,500 ベルン 1h20 ¥13,000 ¥8,000

アントワープ ブルージュ 1h ¥6,000 ¥4,300 バーゼル 1h20 ¥8,900 ¥5,600
アイントフォーヘン 1h20 ¥5,700 ¥3,900 インターラーケン 2h20 ﾍﾞﾙﾝ ¥17,100 ¥10,300
ロッテルダム 1h ¥4,800 ¥3,300 グリンデルワルド 2h40 ﾍﾞﾙﾝ ¥19,400 ¥11,600
グローニンゲン 2h20 ¥7,200 ¥4,800 ツェルマット 3h30 ¥28,500 ¥16,800
デンハーグ 0h40 ¥3,900 ¥2,800 クール 1h50 ¥12,100 ¥7,400
マーストリヒト 2h30 ¥7,200 ¥4,800 サンモリッツ 3h45 ¥18,000 ¥10,900
ユトレヒト 0h30 ¥3,000 ¥2,200 ザンクト・ガレン 1h ¥7,400 ¥4,600
アイントフォーヘン 1h25 ¥5,900 ¥3,900 ルツェルン ルガノ 2h30 ¥14,200 ¥8,600
ロッテルダム 0h50 ¥4,000 ¥2,800 ルツェルンＳＧＶ ロカルノ 5h ｳｨﾘｱﾑﾃﾙ急行用乗車券 ¥18,900 -

アムステルダム空港駅 グローニンゲン 2h30 ¥7,200 ¥4,800 インターラーケン グリンデルワルド 0h40 ¥3,600 ¥2,700
(スキポール) デンハーグ 0h30 ¥3,100 ¥2,400 ウェンゲン 0h45 ¥3,700 ¥3,000

マーストリヒト 2h35 ¥7,200 ¥4,800 ツェルマット フィスプ 1h20 ¥9,100 ¥5,700
アントワープ 1h50 ¥11,200 ¥7,100 ブリーグ 1h30 ¥9,200 ¥5,700

ゴルナーグラート 0h45 - ¥6,500
●イタリア ※座席指定が不可の便にのみ適用可。ES*/AV/IC/CIS/ECなど全席指定席便には適用不可 ジュネーブ インターラーケン 2h50 ﾍﾞﾙﾝ ¥15,400 ¥9,400

所要時間 Via：経由地等 1等 2等 4h10 ﾓﾝﾄﾙｰ（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾟｽﾗｲﾝ) ¥16,300 ¥9,800
ミラノ ティラノ 2h30 私鉄につき発券不可 - - グリンデルワルド 3h30 ﾍﾞﾙﾝ ¥17,700 ¥10,700

アオスタ 3h30 ¥4,800 ¥3,600 バーゼル 2h50 ¥16,300 ¥9,800
ピサ中央駅/ピサ空港駅 1h ¥3,100 ¥2,400 ローザンヌ 0h40 ¥5,700 ¥3,900

フィレンツェ アッシジ 2h30 ¥4,300 ¥3,300 ベルン 1h50 ¥11,300 ¥7,100
シエナ 1h30 ¥3,000 ¥2,400 ツェルマット 3h40 ﾌﾞﾘｰｸﾞ ¥21,100 ¥12,500

ナポリ カセルタ 0h45 ¥1,800 ¥1,600 マルティニ 1h40 ¥9,500 ¥6,000
パレルモ アグリジェント 2h40 ¥3,000 ¥2,500 ジュネーブ空港駅 インターラーケン 3h ﾍﾞﾙﾝ ¥17,100 ¥10,300

4h20 ﾓﾝﾄﾙｰ（ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾊﾟｽﾗｲﾝ) ¥17,700 ¥10,600
●イギリス 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500 グリンデルワルド 3h35 ﾍﾞﾙﾝ ¥19,400 ¥11,600

所要時間 1等片道 1等往復 2等片道 2等往復 バーゼル 2h50 ¥12,700 ¥8,900
ヨーク 2h ¥19,300 ¥28,200 ¥14,200 ¥17,600 ローザンヌ 0h50 ¥7,100 ¥4,500
エジンバラ/グラスゴー 4h20 ¥24,900 ¥36,600 ¥18,200 ¥22,700 ベルン 1h55 ¥13,000 ¥8,000
インバネス 8h ¥28,400 ¥42,000 ¥20,700 ¥25,800 ツェルマット 4h ﾌﾞﾘｰｸﾞ ¥23,000 ¥13,600
ウィンダミア（湖水地方） 3h20 ¥24,300 ¥35,700 ¥17,700 ¥22,100 3h50 ﾌｨｽﾌﾟ ¥22,900 ¥13,500
リバプール 2h10 ¥15,300 ¥22,300 ¥11,400 ¥14,100 マルティニ 1h50 ¥11,000 ¥6,800
マンチェスター 2h10 ¥15,300 ¥22,300 ¥11,400 ¥14,100 マルティニ シャモニー（フランス） 1h30 Ｌe Ｃｈａｔｅｌａｒｄ（国境）

ロンドン バーミンガム 1h30 ¥11,300 ¥16,200 ¥8,400 ¥10,400
ｽﾄﾗｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ・ｱﾎﾟﾝ・ｴｲﾎﾞﾝ 2h - - ¥8,500 ¥10,400 ●氷河急行・ベルニナ急行・ゴールデンパスライン 座席指定代金はお問い合わせください。
ﾁｪﾙﾄﾅﾑ（ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞ） 2h15 ¥13,600 ¥19,600 ¥10,100 ¥12,500 所要時間 Via：経由地等 1等 2等
ﾓｰﾄﾝｲﾝﾏｰｼｭ(ｺｯﾂｳｫﾙｽﾞ) 1h40 ¥13,600 ¥19,600 ¥10,100 ¥12,500 ツェルマット 8h 氷河急行 ¥33,400 ¥19,500
ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ（ｽﾄｰﾝﾍンｼﾞ） 1h20 ¥13,000 ¥18,800 ¥9,700 ¥12,000 サンモリッツ ブリーグ 6h20 氷河急行 ¥25,500 ¥15,000
バース 1h30 ¥13,000 ¥18,800 ¥9,700 ¥12,000 アンデルマット 4h50 氷河急行 ¥18,900 ¥11,300
カーディフ 2h ¥16,600 ¥24,100 ¥12,200 ¥15,200 ティラノ 2h30 ベルニナ急行 ¥7,500 ¥4,800
オックスフォード 1h ¥3,900 ¥5,200 ¥3,200 ¥3,900 ブリーグ 4h10 氷河急行 ¥18,300 ¥11,000
ケンブリッジ 0h55 ¥5,900 ¥8,100 ¥4,600 ¥6,500 クール ツェルマット 5h40 氷河急行 ¥26,400 ¥15,600
ドーバー(ﾌﾗﾝｽ行ﾌｪﾘｰ) 1h10 ¥6,100 ¥8,400 ¥4,700 ¥5,700 ティラノ 4h ベルニナ急行 ¥13,600 ¥8,300
ウィンダミア（湖水地方） 3h ¥11,100 ¥16,000 ¥8,300 ¥10,500 ディセンティス (★) ブリーグ 2h40 ¥9,400 ¥5,900

エジンバラ グラスゴー 0h50 ¥3,900 ¥5,100 ¥3,200 ¥4,200 (ﾕｰﾚｲﾙ系ﾊﾟｽ保持者割引） ツェルマット 4h30 ¥15,300 ¥9,400
インバネス 3h30 ¥10,100 ¥14,500 ¥7,600 ¥10,800 インターラーケン ルツェルン 2h ゴールデンパスライン ¥8,100 ¥5,100

ウィンダミア マンチェスター 1h40 ¥11,300 ¥16,200 ¥8,400 ¥12,600 モントルー 3h10 ゴールデンパスライン ¥12,700 ¥7,700
グラスゴー 3h ¥12,900 ¥18,600 ¥9,600 ¥12,600 ティラーノ ルガーノ 3h ベルニナバス(夏期のみ） - ¥4,900

マンチェスター リバプール 0h50 ¥3,300 ¥4,300 ¥2,800 ¥3,600 （★） ﾕｰﾚｲﾙ系ﾊﾟｽではﾃﾞｨｾﾝﾃｨｽ～ﾌﾞﾘｰｸﾞ～ﾂｪﾙﾏｯﾄ間の氷河急行区間をカバーすることが出来ません。別途上記割引乗車券が必要。

ｽｲｽﾄﾗﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ使用可

※TER/CICなど座席指定を含まない便にのみ適用可。TGV等全席指定席便には適用不可

氷河急行（ﾕｰﾚｲﾙ系ﾊﾟｽ保持者）

氷河急行（ﾕｰﾚｲﾙ系ﾊﾟｽ保持者）

アムステルダム



OHS 　ヨーロッパ区間乗車券料金表 2013年11月料金表
●ドイツ 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500 ●中欧＆バルカン諸国 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500

所要時間 Via：経由地等 1等 2等 所要時間 Via：経由地等 1等 2等
ミュンヘン 3h10 ¥25,300 ¥16,000 ミュンヘン 6h FURTH IM WALD ¥18,300 ¥12,100
シュトゥットガルト 1h ¥16,200 ¥10,400 ベルリン 4h50 ¥18,000 ¥11,800

フランクフルト ﾏﾝﾊｲﾑ/ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸﾞ 0h40/1h ¥8,100 ¥5,400 プラハ ドレスデン 2h15 ¥9,400 ¥6,600
フライブルグ 2h10 ¥17,100 ¥11,000 ブルノ 2h45 ¥9,400 ¥6,600
ニュルンベルク 2h05 ¥14,200 ¥9,200 ブダペスト 7h ¥19,800 ¥13,600
デュッセルドルフ 1h30 ¥20,900 ¥13,300 チェスキークルムロフ 3h40 ｸﾛﾑﾉﾌ～ﾌﾞｼﾞｪﾖｳﾞｨﾂｪは2等のみ ¥8,000 ¥5,700
ケルン 1h10 ¥18,200 ¥11,600 チェスケ・ブジェヨビツェ チェスキークルムロフ 1h - ¥2,400
ボン 2h ¥11,200 ¥7,400 チェスキークルムロフ ウィーン(FRANZ-J) 4h30 Velenice/Gmuend 経由 - ¥10,700
ハンブルグ 3h40 ゲッティンゲン ¥30,200 ¥19,100 ザグレブ 6h30 ¥10,000 ¥7,200
ハノーバー 2h20 ¥22,600 ¥14,400 ブダペスト ベオグラード 7h30 ¥10,400 ¥7,400
ベルリン 4h10 ゲッティンゲン ¥30,600 ¥19,400 ブカレスト 14h00 ¥21,100 ¥14,100
ライプツィヒ 3h30 ¥19,800 ¥12,700 ワルシャワ クラコフ 2h40 ¥7,400 ¥5,300
ドレスデン 5h ¥23,800 ¥15,100 プラハ 8h ｵｽﾄﾗｳﾞｧ ¥19,400 ¥13,300
ビルツブルグ 1h10 ¥9,500 ¥6,300 ザグレブ リュブリャーナ 2h20 ¥6,300 ¥4,500

ビルツブルグ ﾛｰﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ（o.d.Tauber） 1h20 ¥4,200 ¥3,100 ※ｷﾞﾘｼｬ・ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ・ﾙｰﾏﾆｱ域内の区間は日本国内から座席指定は出来ません。
ビルツブルグ 1h30 ¥10,600 ¥6,900 ●ポルトガル
ケルン 1h ¥17,400 ¥11,200 所要時間 1等 2等
ボン 1h45 ¥11,000 ¥7,200 リスボン ポルト 3h ¥7,400 ¥5,300
フライブルグ 2h05 ¥17,100 ¥11,000 コインブラ 2h10 ¥5,600 ¥4,200

フランクフルト空港 デュッセルドルフ 1h20 ¥20,300 ¥13,000
ハノーバー 2h40 ¥22,900 ¥14,500 ●アイルランド
シュトゥットガルト 1h15 ¥16,200 ¥10,400 所要時間 1等 2等
ニュルンベルク 2h20 ¥15,000 ¥9,700 ダブリン ベルファスト 2h ¥8,600 ¥6,600
ニュルンベルク 1h10 ¥14,400 ¥9,400

ミュンヘン フュッセン 2h ¥8,900 ¥6,200 ●デンマーク 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500
ﾛｰﾃﾝﾌﾞﾙｸﾞ（o.d.Tauber） 3h10 ¥13,000 ¥8,400 Via：経由地等 【1等】 【2等】
ドレスデン 2h20 ¥11,900 ¥7,800 オーデンセ 1h30 ¥10,100 ¥6,800
ライプツィヒ 1h10 ¥12,700 ¥8,300 コペンハーゲン オーフス 3h10 ¥13,500 ¥8,900

ベルリン ハンブルグ 1h40 ¥19,800 ¥12,700 ヴァイエ（ﾚｺﾞﾗﾝﾄﾞ最寄駅） 2h10 ¥12,500 ¥8,300
ハノーバー 1h40 ¥17,900 ¥11,500 マルモ 0h35 ¥5,300 ¥3,400
ケルン 4h20 ¥30,000 ¥18,900 コペンハーゲン空港 マルモ 0h20 ¥4,800 ¥3,100

ケルン デュッセルドルフ 0h25 ¥5,600 ¥3,900
座席指定料 ｺﾝﾌｫｰﾄ車両では、ゆったりとした座席でﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽを受けられます。

●ドイツ発着国際区間 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500 ●ノルウェー 2等ｺﾝﾌｫｰﾄ ¥3,000 2等普通車 ＋区間切符 ¥1,900 ＋鉄道パス ¥3,000
所要時間 Via：経由地等 1等 2等 イエテボリ 4h - ¥11,200

デュッセルドルフ 2h15 ¥15,000 ¥9,700 オスロ ベルゲン 6h30 ﾍﾞﾙｹﾞﾝ急行 - ¥17,000
ケルン アムステルダム 2h40 DUISBURG ¥16,300 ¥10,600 ミュルダール 4h40 ﾍﾞﾙｹﾞﾝ急行 - ¥13,600
フランクフルト 4h ¥28,200 ¥17,700 スタバンゲル 7h50 - ¥18,900

ザルツブルグ 1h30 ¥9,800 ¥6,500 トロンハイム 6h40 - ¥18,300
ミュンヘン インスブルック 2h WORGL ¥11,300 ¥7,400

ウィーン 4h20 ¥23,500 ¥14,700 ●フィンランド＆ロシア
チューリッヒ 4h30 ¥20,900 ¥13,000 1等指定込 1等ﾊﾟｽﾎﾙﾀﾞｰ 2等指定込 2等ﾊﾟｽﾎﾙﾀﾞｰ

ハンブルグ コペンハーゲン 4h45 渡り鳥ライン ¥21,400 ¥13,800 ヘルシンキ タンペレ 1h40 ¥7,500 ¥3,700 ¥5,900 ¥3,100
トゥルク 2h ¥7,400 ¥2,500 ¥6,200 ¥2,500

●オーストリア 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500 サンクトペテルブルグ着 3h40 ¥26,400 - ¥17,400 -
所要時間 Via：経由地等 1等 2等 サンクトペテルブルグ ヘルシンキ着 3h40 ¥22,100 - ¥14,400 -

ザルツブルグ 2h40 ¥14,800 ¥9,400 モスクワ 4h10 ¥41,900 - ¥27,800 -
ウィーン インスブルック 4h30 ¥19,100 ¥11,900

グラーツ 2h30 ¥10,600 ¥6,900 ●空港駅～市内間
リンツ 1h30 ¥10,100 ¥6,600 空港駅 市内駅 所要時間 【1等】 【2等】
アトナンプッフハイム 2h15 ¥11,600 ¥7,500 ヒースロー空港(ロンドン） パディントン駅（ヒースローエクスプレス） 0h20 ¥5,400 ¥4,000

アトナンプッフハイム ハルシュタット 1h30 発券はBAD AUSSEE まで ¥5,700 ¥3,900 ガトウィック空港（ロンドン） ビクトリア駅（ガトウィックエクスプレス） 0h35 ¥5,200 ¥3,900
ザルツブルグ インスブルック 1h50 ¥12,200 ¥7,800 シャルル・ド・ゴール空港（パリ） 北駅経由パリ市内（ＲＥＲ/Metro） 0h35 - ¥1,700

ハルシュタット 5h ｱﾄﾅﾝﾌﾟｯﾌﾊｲﾑ ¥8,300 ¥5,400 ブリュッセル空港 中央（Central）/北（Nord）/南（Midi）共通 0h30 ¥2,200 ¥1,900
リンツ 1h10 ¥7,700 ¥5,100 スキポール空港（アムステルダム） 中央駅 0h20 ¥2,200 ¥1,800

チューリッヒ空港 中央駅 0h10 ¥2,800 ¥2,200
●オーストリア発着国際区間 座席指定料 ＋区間切符 ¥1,400 ＋鉄道パス ¥2,500 ジュネーブ空港 コルナバン駅 0h10 ¥2,500 ¥1,900

所要時間 Via：経由地等 1等 2等 フランクフルト・マイン空港 中央駅 0h15 ¥2,100 ¥1,800
プラハ 4h50 ¥16,500 ¥11,200 ミュンヘン空港 中央駅 0h40 ¥3,100 ¥2,400

ウィーン ブダペスト 3h ¥10,400 ¥7,100 ウィーン空港 ミッテ駅（空港特急ＣＡＴ） 0h16 - ¥2,700
ブラチスラバ 1h - ¥4,500 フィウミチーノ空港（ローマ） テルミニ駅（レオナルドエキスプレス） 0h35 ¥3,300 -
ザグレブ 7h GRAZ､MARIBOR､DOBOVA ¥18,800 ¥12,200 カストロップ空港（コペンハーゲン） 中央駅 0h15 ¥2,800 ¥1,800
ワルシャワ 7h45 直通便は全席指定 ¥20,300 ¥13,600 アーランダ空港（ストックホルム） 中央駅(アーランダエキスプレス） 0h20 - ¥4,700
チェスキークロムロフ 5h30 LINZ （経由地注意) - - ガーデモエン空港（オスロ） 中央駅(IC/R） 0h30 - ¥3,400

日本から座席指定不可

全席指定席ですが、日本から
座席指定はできません。


