
OHS 海外海外海外海外パスパスパスパス料金表 料金表 料金表 料金表 2013　　　　01NOV UPDATED ※※※※ユーレイルグローバルユーレイルグローバルユーレイルグローバルユーレイルグローバル・・・・セレクトパスセレクトパスセレクトパスセレクトパス、、、、ブリットブリットブリットブリット系系系系パスパスパスパス、、、、スイスパススイスパススイスパススイスパス、、、、ジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーン中中中中　　　　

●●●●ユーレイルセレクトパスユーレイルセレクトパスユーレイルセレクトパスユーレイルセレクトパス※※※※ ●●●●ユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパス※※※※ ●●●●スイスパススイスパススイスパススイスパス※※※※ ●●●●スイスフレキシーパススイスフレキシーパススイスフレキシーパススイスフレキシーパス※※※※

【【【【1111等等等等】】】】 おとな セーバー 16～25才 6～15才

3カ国 おとな セーバー おとな セーバー 4日間 \53,000 \45,100 \39,900 \27,000 おとな セーバー おとな セーバー

5日(2ケ月) \41,100 \35,300 15日間 \64,400 \54,900 8日間 \76,000 \64,700 \57,200 \38,500 2日(1ケ月） \36,700 - \24,800 -

6日(2ケ月) \45,300 \38,700 21日間 \82,700 \70,600 15日間 \91,900 \78,300 \69,100 \46,500 3日(1ケ月） \50,700 \43,200 \32,100 \27,400

8日(2ケ月) \53,300 \45,600 1ケ月 \101,600 \86,600 22日間 \106,300 \90,400 \80,000 \53,700 4日(1ケ月） \61,100 \52,200 \38,700 \32,900

10日(2ケ月) \61,700 \52,600 2ケ月 \142,800 \121,600 1ケ月 \116,700 \99,400 \87,900 \58,900 5日(1ケ月） \70,400 \60,000 \44,400 \37,900

4カ国 おとな セーバー 3ケ月 \176,000 \149,800 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 16～25才 6～15才 6日(1ケ月） \80,000 \68,100 \50,400 \42,900

5日(2ケ月) \45,800 \39,100 ※※※※3333月月月月31313131日利用分日利用分日利用分日利用分までまでまでまで20202020%%%%オフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーン 4日間 \33,500 \28,600 \25,400 \17,300 ※※※※２２２２日日日日((((１１１１ヶヶヶヶ月月月月))))はははは５５５５月利用分月利用分月利用分月利用分までまでまでまで（（（（ユースユースユースユース設定設定設定設定ありありありあり））））

6日(2ケ月) \50,000 \42,700 ●●●●ユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパスユーレイルグローバルパス・・・・フレキシーフレキシーフレキシーフレキシー 8日間 \48,000 \40,800 \36,200 \24,500 ●●●●スイスカードスイスカードスイスカードスイスカード

8日(2ケ月) \58,000 \49,600 15日間 \57,800 \49,400 \43,700 \29,400

10日(2ケ月) \66,300 \56,500 おとな セーバー 22日間 \66,800 \57,000 \50,400 \33,900

5カ国 おとな セーバー 10日(2ケ月) \75,800 \64,500 1ケ月 \73,400 \62,500 \55,200 \37,200 2日(1ヵ月)

5日(2ケ月) \50,400 \43,000 15日(2ケ月) \99,000 \84,300 ※※※※１１１１等等等等４４４４日間日間日間日間++++1111daydaydaydayキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン（（（（１１１１１１１１月利用分月利用分月利用分月利用分からからからから）））） スイスの国境駅/空港駅等から目的地までの往復２日分+登山鉄道など半額

6日(2ケ月) \54,600 \46,600 ※※※※3333月月月月31313131日利用分日利用分日利用分日利用分までまでまでまで20202020%%%%オフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーン ●●●●スイストランスファーチケットスイストランスファーチケットスイストランスファーチケットスイストランスファーチケット

8日(2ケ月) \62,700 \53,600
スイスファミリーカード:スイスパス/フレキシー/カード/トランスファーチケット

10日(2ケ月) \70,600 \60,300 ●●●●ジャーマンレイルパスジャーマンレイルパスジャーマンレイルパスジャーマンレイルパス　　　　※※※※キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン中中中中 購入の場合、親と同行する15才までの子供は無料となります。

15日(2ケ月) \89,300 \76,100 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな ツイン 子供 - (なおそれ以外の子供はおとなの半額　/　スイスカードは子供料金なし) 2日(1ヵ月)

※※※※3333月月月月31313131日利用分日利用分日利用分日利用分までまでまでまで20202020%%%%オフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーン 3日(1ケ月） \36,100 \55,200 \18,600
-

●●●●ユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランス＆＆＆＆ スイスパススイスパススイスパススイスパス スイスの国境駅/空港駅等から目的地までの往復２日分が利用可。

4日(1ケ月） \38,500 \57,700 \19,800
-

【【【【２２２２等等等等】】】】 ●●●●ユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリア＆＆＆＆ スイスパススイスパススイスパススイスパス

●●●●フランスレイルパスフランスレイルパスフランスレイルパスフランスレイルパス 5日(1ケ月） \41,900 \64,100 \21,500
-

おとな セーバー 子供 ユース 【【【【２２２２等等等等】】】】

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー ユース シニア 6日(1ケ月） \46,900 \70,300 \24,000
- 4日(2ケ月） \46,500 \39,700 \23,900 \32,900 おとな セーバー 子供 ユース

3日(1ケ月） \30,200 \26,300 \21,900 \26,900 7日(1ケ月） \51,500 \76,700 \26,300
- 5日(2ケ月） \50,400 \43,100 \25,900 \35,700 4日(2ケ月） \44,200 \37,800 \22,800 \31,400

4日(1ケ月） \34,600 \30,200 \25,000 \30,700 8日(1ケ月） \56,000 \83,100 \28,500 - 6日(2ケ月） \56,200 \48,000 \28,800 \39,800 5日(2ケ月） \49,000 \41,800 \25,200 \34,700

5日(1ケ月） \38,800 \33,900 \28,200 \34,600 9日(1ケ月） \61,500 \89,500 \31,300
---- 7日(2ケ月） \61,100 \52,100 \31,200 \43,200 6日(2ケ月） \53,700 \45,800 \27,500 \37,900

6日(1ケ月） \42,900 \37,300 \31,200 \38,400 10日(1ケ月） \66,400 \96,200 \33,700
- 8日(2ケ月） \66,100 \56,400 \33,800 \46,800 7日(2ケ月） \58,200 \49,800 \29,900 \41,200

7日(1ケ月） \46,900 \40,800 \34,300 \41,800 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな ツイン 子供 ユース 9日(2ケ月） \71,300 \60,800 \36,400 \50,400 8日(2ケ月） \63,000 \53,800 \32,200 \44,500

8日(1ケ月） \50,900 \44,400 \37,100 \45,500 3日(1ケ月） \27,700 \40,500 \14,400 \22,300 10日(2ケ月） \76,100 \65,000 \38,800 \53,800 9日(2ケ月） \67,700 \57,800 \34,700 \47,800

9日(1ケ月） \55,000 \47,900 \40,100 \49,200 4日(1ケ月） \29,700 \43,900 \15,400 \24,100 ●●●●ユーレイル チェコユーレイル チェコユーレイル チェコユーレイル チェコ＆＆＆＆ジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパス 10日(2ケ月） \72,400 \61,800 \36,900 \51,100

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー ユース 5日(1ケ月） \31,900 \46,900 \16,500 \25,500 【【【【1111等等等等】】】】 おとな セーバ- 子供
-

●●●●ユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクス＆＆＆＆ジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパス

3日(1ケ月） \24,600 \21,500 \18,800 6日(1ケ月） \35,000 \51,700 \18,000 \27,300 5日(2ケ月) \44,700 \36,800 \23,100 - 【【【【1111等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
-

4日(1ケ月） \28,300 \24,600 \21,500 7日(1ケ月） \38,300 \56,300 \19,700 \28,700 6日(2ケ月) \49,500 \40,900 \25,500 - 5日(2ケ月) \48,100 \36,400 \24,800 -

5日(1ケ月） \31,700 \27,700 \24,300 8日(1ケ月） \41,100 \61,500 \21,100 \30,200 8日(2ケ月) \57,700 \48,100 \29,500 - 6日(2ケ月) \53,000 \40,200 \27,200 -

6日(1ケ月） \35,000 \30,600 \26,800 9日(1ケ月） \44,800 \66,400 \22,900 \32,000 10日(2ケ月) \66,100 \55,400 \33,800 - 8日(2ケ月) \62,400 \47,100 \31,900 -

7日(1ケ月） \38,100 \33,100 \29,600 10日(1ケ月） \47,900 \70,900 \24,500 \33,600 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 10日(2ケ月) \72,400 \54,500 \36,900 -

8日(1ケ月） \41,200 \36,000 \32,100
※※※※7777,,,,8888,,,,9999,,,,10101010日日日日　　　　20202020%%%%オフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーン（（（（料金料金料金料金ははははWEBWEBWEBWEBでででで）））） 5日(2ケ月) \37,100 \31,800 \19,200 \31,800 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース

9日(1ケ月） \44,200 \38,500 \34,700 ●●●●ユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランス＆＆＆＆ジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパス 6日(2ケ月) \41,100 \35,200 \21,200 \35,200 5日(2ケ月) \36,400 \29,600 \18,900 \29,600

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
- 8日(2ケ月) \48,200 \41,900 \24,800 \41,900 6日(2ケ月) \40,200 \32,400 \20,900 \32,400

●●●●ユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクスユーレイル ベネルクス＆＆＆＆フランスパスフランスパスフランスパスフランスパス 4日(2ケ月） \46,200 \41,900 \23,900
- 10日(2ケ月) \55,500 \48,400 \28,500 \48,400 8日(2ケ月) \47,100 \37,900 \24,200 \37,900

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
- 5日(2ケ月） \51,100 \46,100 \26,400

- 10日(2ケ月) \54,500 \43,800 \28,100 \43,800

5日(2ケ月） \50,100 \42,800 \25,800
- 6日(2ケ月） \55,800 \50,500 \28,600

-
●●●●ユーレイル デンマークユーレイル デンマークユーレイル デンマークユーレイル デンマーク＆＆＆＆ ジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパス

6日(2ケ月） \54,700 \46,800 \28,100
- 8日(2ケ月） \65,300 \59,000 \33,400

- 【【【【1111等等等等】】】】 おとな セーバ- 子供
-

●●●●ユーレイル スウェーデンパスユーレイル スウェーデンパスユーレイル スウェーデンパスユーレイル スウェーデンパス

8日(2ケ月） \63,300 \54,000 \32,400
- 10日(2ケ月) \74,800 \67,500 \38,200 - 4日(2ケ月) \39,400 \32,400 \20,400 - 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 子供 セーバー

-

10日(2ケ月) \71,100 \60,700 \36,400 - 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 5日(2ケ月) \43,900 \36,400 \22,800 - 3日(1ケ月） \37,100 \19,200 \31,700 -

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 4日(2ケ月） \41,900 \38,200 \21,600 \32,800 6日(2ケ月) \48,700 \40,200 \25,100 - 4日(1ケ月） \39,700 \20,500 \33,900 -

5日(2ケ月） \42,800 \36,700 \22,100 \33,100 5日(2ケ月） \46,100 \41,800 \23,800 \36,100 8日(2ケ月) \58,500 \48,100 \29,900 - 5日(1ケ月） \43,900 \22,800 \37,700 -

6日(2ケ月） \46,800 \40,900 \24,100 \36,100 6日(2ケ月） \50,500 \45,000 \25,900 \39,700 10日(2ケ月) \70,000 \53,400 \35,800 - 6日(1ケ月） \49,500 \25,500 \42,400 -

8日(2ケ月） \55,200 \48,500 \28,400 \41,500 8日(2ケ月） \59,000 \51,500 \30,200 \46,200 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 8日(1ケ月） \55,200 \28,400 \47,200 -

10日(2ケ月) \62,800 \54,800 \32,200 \47,500 10日(2ケ月) \67,500 \59,000 \34,500 \53,200 4日(2ケ月) \32,400 \25,400 \16,900 \25,200 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 子供 セーバー ユース

●●●●ユーレイル ジャーマンユーレイル ジャーマンユーレイル ジャーマンユーレイル ジャーマン＆＆＆＆ スイスパススイスパススイスパススイスパス 5日(2ケ月) \36,400 \28,200 \18,900 \28,200 3日(1ケ月） \28,900 \15,200 \24,800 \22,100

●●●●ユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランス＆＆＆＆ スペインパススペインパススペインパススペインパス 【【【【２２２２等等等等】】】】 6日(2ケ月) \40,200 \30,800 \20,900 \30,800 4日(1ケ月） \30,800 \16,200 \26,500 \23,500

●●●●ユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランスユーレイル フランス＆＆＆＆ イタリアパスイタリアパスイタリアパスイタリアパス おとな セーバー 子供 ユース 8日(2ケ月) \48,100 \35,200 \24,800 \35,200 5日(1ケ月） \34,200 \17,900 \29,400 \26,100

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
- 5日(2ケ月） \49,200 \42,200 \25,400 \34,900 10日(2ケ月) \53,400 \39,700 \27,500 \39,700 6日(1ケ月） \38,500 \19,900 \32,900 \29,200

　

4日(2ケ月） \43,400 \37,100 \22,400
- 6日(2ケ月） \54,100 \46,200 \27,800 \38,500 ●●●●ユーレイルスカンジナビアパスユーレイルスカンジナビアパスユーレイルスカンジナビアパスユーレイルスカンジナビアパス 8日(1ケ月） \42,900 \22,200 \36,700 \32,500

5日(2ケ月） \48,200 \41,200 \24,800
- 8日(2ケ月） \63,700 \54,500 \32,500 \45,100 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー ユース 子供

6日(2ケ月） \53,100 \45,400 \27,200
- 10日(2ケ月) \73,400 \62,800 \37,400 \52,000 4日(2ケ月) \36,800 \31,700 \28,100 \19,200 ●●●●ユーレイル フィンランドパスユーレイル フィンランドパスユーレイル フィンランドパスユーレイル フィンランドパス

7日(2ケ月） \58,100 \49,700 \29,800
- 5日(2ケ月) \40,700 \34,800 \30,800 \21,100

8日(2ケ月） \63,400 \54,100 \32,400
- ●●●●ユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリア＆＆＆＆ ジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパスジャーマンパス 6日(2ケ月) \46,100 \39,400 \34,900 \23,800 おとな 6－16才 おとな 6－16才

9日(2ケ月） \68,000 \58,000 \34,700
- 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供

- 8日(2ケ月) \50,800 \43,500 \38,500 \26,100 3日(1ケ月） \28,900 \15,200 \19,900 \10,800

10日(2ケ月) \72,800 \62,100 \37,100 - 5日(2ケ月) \45,800 \39,500 \23,600 - 10日(2ケ月) \56,400 \48,100 \42,700 \28,900 5日(1ケ月） \37,900 \19,800 \25,900 \13,800

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 6日(2ケ月) \50,400 \43,200 \25,900 -
通用国 :ノルウェー/スウェーデン/デンマーク/フィンランド 10日(1ケ月） \51,000 \26,200 \34,700 \18,100

4日(2ケ月） \37,100 \31,800 \19,200 \28,600 8日(2ケ月) \59,800 \51,100 \30,700 - ●●●●ユーレイル ノルウェーパスユーレイル ノルウェーパスユーレイル ノルウェーパスユーレイル ノルウェーパス

5日(2ケ月） \41,200 \35,200 \21,400 \31,900 10日(2ケ月) \69,400 \59,100 \35,400 - 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 4-15才 ユース セーバー ●●●●ユーレイル デンマークパスユーレイル デンマークパスユーレイル デンマークパスユーレイル デンマークパス

6日(2ケ月） \45,400 \38,800 \23,400 \35,100 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 3日(1ケ月） \28,800 \15,100 \21,900 \24,600 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 子供

7日(2ケ月） \49,700 \42,400 \25,600 \38,400 5日(2ケ月) \39,500 \33,900 \20,500 \34,100 4日(1ケ月） \31,100 \16,200 \23,600 \26,600 3日(1ケ月） \24,200 \12,800

8日(2ケ月） \54,100 \46,200 \27,800 \41,700 6日(2ケ月) \43,200 \37,200 \22,400 \37,200 5日(1ケ月） \34,100 \17,800 \25,900 \29,200 7日(1ケ月) \32,900 \17,200

9日(2ケ月） \58,000 \49,500 \29,600 \44,700 8日(2ケ月) \51,100 \43,900 \26,400 \44,200 6日(1ケ月） \38,700 \20,100 \29,400 \33,100 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 子供 ユース

10日(2ケ月) \62,100 \53,100 \31,800 \47,800 10日(2ケ月) \59,100 \51,100 \30,200 \51,100 8日(1ケ月） \42,900 \22,200 \32,500 \36,700 3日(1ケ月） \16,200 \8,800 \12,600

（ユース：12ー25才　子供：4ー11才　シニア：60才以上　セーバー：2名以上同行の場合7日(1ケ月) \21,900 \11,800 \16,900

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

【【【【１１１１等等等等】】】】

【【【【１１１１等等等等】】】】

【【【【１１１１等等等等】】】】

\46,500 おとな おとな

\58,500 \26,800 \17,200

\33,200 \64,900

\35,900

\41,300 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

\43,600 ユース おとな おとな

ユース \49,700 \33,900 \24,400

\33,000

\38,200 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

\40,600 \93,300

ユース \114,900

\30,300

\29,900 \54,200

\35,100 \66,500

ユース ユース

\27,200 \42,300

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】



OHS 海外海外海外海外パスパスパスパス料金表 料金表 料金表 料金表 2013　　　　01NOV UPDATED ※※※※ユーレイルグローバルユーレイルグローバルユーレイルグローバルユーレイルグローバル・・・・セレクトパスセレクトパスセレクトパスセレクトパス、、、、ブリットブリットブリットブリット系系系系パスパスパスパス、、、、スイスパススイスパススイスパススイスパス、、、、ジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーンジャーマンパスキャンペーン中中中中　　　　

●●●●ブリットレイルパスブリットレイルパスブリットレイルパスブリットレイルパス※※※※ ●●●●ブリットブリットブリットブリット・・・・イングランドパスイングランドパスイングランドパスイングランドパス※※※※ ●●●●バルカンフレキシーパスバルカンフレキシーパスバルカンフレキシーパスバルカンフレキシーパス ●●●●ユーレイルチェコパスユーレイルチェコパスユーレイルチェコパスユーレイルチェコパス

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 16～25才 シニア こども .
【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 16～25才 シニア こども 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 子供 シニア ユース

3日間 \21,300 \21,300 \22,500 \11,300 3日間 \17,300 \17,300 \18,300 \9,300 5日(1ケ月) \26,800 \13,900 \21,600 \16,500 おとな ユース

4日間 \26,200 \26,200 \27,800 \13,800
                              

4日間 \21,300 \21,300 \22,500 \11,300 10日(1ケ月) \46,000 \23,500 \37,100 \27,900 3日(1ケ月) \13,600 \9,500

8日間 \37,000 \37,000 \39,200 \19,200 8日間 \29,800 \29,800 \31,600 \15,600 15日(1ケ月) \55,100 \28,100 \44,400 \33,500 4日(1ケ月) \18,500 \12,600

15日間 \54,700 \54,700 \58,100 \28,100 15日間 \44,100 \44,100 \46,700 \22,700
通用国 :ギリシャ/トルコ/ルーマニア/ブルガリア/セルビア/マケドニア/ボスニア 6日(1ケ月) \25,500 \17,400

22日間 \69,100 \69,100 \73,300 \35,300 22日間 \55,600 \55,600 \59,000 \28,500 ●●●●ユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリア＆＆＆＆チェコパスチェコパスチェコパスチェコパス 8日(1ケ月) \29,900 \20,400

1か月 \81,500 \81,500 \86,500 \41,500
.

1か月 \65,400 \65,400 \69,400 \33,400 ●●●●ユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリアユーレイル オーストリア＆＆＆＆ハンガリーパスハンガリーパスハンガリーパスハンガリーパス ●●●●ヨーロピアンイーストパスヨーロピアンイーストパスヨーロピアンイーストパスヨーロピアンイーストパス

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 16～25才 こども 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 16～25才 こども 【【【【２２２２等等等等】】】】

3日間 \14,600 \14,600 \8,000 3日間 \12,000 \12,000 \6,700 おとな セーバー 子供 ユース おとな 子供 おとな 子供

4日間 \17,900 \17,900 \9,700 4日間 \14,600 \14,600 \8,000 4日(2ケ月） \28,900 \24,800 \15,200 \19,400 5日(1ケ月) \33,900 \17,500 \23,600 \12,300

8日間 \25,000 \25,000 \13,200 8日間 \20,300 \20,300 \10,800 5日(2ケ月） \32,800 \28,100 \17,100 \21,800 6日(1ケ月) \37,700 \19,400 \26,800 \13,900

15日間 \37,000 \37,000 \19,200 15日間 \29,800 \29,800 \15,600 6日(2ケ月） \36,500 \31,400 \18,900 \24,200 7日(1ケ月) \41,400 \21,200 \29,900 \15,500

22日間 \46,400 \46,400 \23,900 22日間 \37,400 \37,400 \19,400 7日(2ケ月） \40,100 \34,400 \20,800 \26,600 8日(1ケ月) \45,100 \23,100 \33,100 \17,100

1か月 \54,700 \54,700 \28,100
.

1か月 \44,100 \44,100 \22,700 8日(2ケ月） \43,900 \37,700 \22,800 \29,200 9日(1ケ月) \48,800 \24,900 \36,200 \18,600

●●●●ブリットレイルフレキシーパスブリットレイルフレキシーパスブリットレイルフレキシーパスブリットレイルフレキシーパス※※※※ ●●●●ブリットブリットブリットブリット・・・・イングランドフレキシーパスイングランドフレキシーパスイングランドフレキシーパスイングランドフレキシーパス※※※※ 9日(2ケ月） \47,800 \40,800 \24,600 \31,500 10日(1ケ月) \52,500 \26,800 \39,400 \20,200

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 16～25才 シニア こども 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 16～25才 シニア こども 10日(2ケ月） \51,400 \43,800 \26,400 \33,900
通用国 :オーストリア/チェコ/ハンガリー/スロバキア/ポーランド

3日(2ケ月）\26,300 \26,300 \27,900 \13,900 3日(2ケ月） \21,300 \21,300 \22,600 \11,400 ●●●●ユーレイル ポーランドパスユーレイル ポーランドパスユーレイル ポーランドパスユーレイル ポーランドパス ●●●●ユーレイル ハンガリーパスユーレイル ハンガリーパスユーレイル ハンガリーパスユーレイル ハンガリーパス

4日(2ケ月）\32,500 \32,500 \34,500 \17,000
. 4日(2ケ月） \26,300 \26,300 \27,900 \13,900

8日(2ケ月）\46,900 \46,900 \49,800 \24,200 8日(2ケ月） \37,800 \37,800 \40,100 \19,600 おとな ユース おとな ユース おとな セーバー

15日(2ケ月)\69,900 \69,900 \74,200 \35,700 15日(2ケ月) \56,200 \56,200 \59,700 \28,900 5日(1ケ月) \18,900 \13,800 \14,900 \10,900 5日(15日間） \12,500 \10,900

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 16～25才 こども 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 16～25才 こども 8日(1ケ月) \26,400 \18,900 \20,600 \14,900 10日(1ケ月) \16,900 \15,300

3日(2ケ月）\18,200 \18,200 \9,800 3日(2ケ月） \14,800 \14,800 \8,200 10日(1ケ月) \29,500 \21,200 \23,100 \16,600

4日(2ケ月）\22,400 \22,400 \11,900 4日(2ケ月） \18,200 \18,200 \9,800 15日(1ケ月) \40,700 \28,900 \31,700 \22,600

8日(2ケ月）\31,800 \31,800 \16,600 8日(2ケ月） \25,700 \25,700 \13,600

15日(2ケ月)\47,400 \47,400 \24,400 15日(2ケ月) \38,200 \38,200 \19,800
ユーレイルオーストリア/スロベニア/クロアチアパス、ハンガリー/スロベニア/クロアチアパス、ルーマニア/ハンガリーパス、ギリシャ/イタリアパス、

パーティーパス割引-　3名以上同行の場合、3～9人目が子供料金 パーティーパス割引-　3名以上同行の場合、3～9人目が子供料金 デンマーク/スウェーデンパス、ギリシャパス、クロアチアパス、ブルガリアパスなどはお問合せ下さい。

※※※※2222月月月月28282828日利用分日利用分日利用分日利用分までまでまでまで20202020%%%%オフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーンオフキャンペーン ブリットレイルパス/イングランドパス(フレキシー）購入の場合、同行する15才

●●●●ブリット ロンドンプラスパスブリット ロンドンプラスパスブリット ロンドンプラスパスブリット ロンドンプラスパス までの子供は、大人/シニア1名につき1名が無料（それ以外の子供は子供料金）

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】 ●●●●ユーレイル ベネルクスパスユーレイル ベネルクスパスユーレイル ベネルクスパスユーレイル ベネルクスパス ●●●●スイス ユングフラウスイス ユングフラウスイス ユングフラウスイス ユングフラウ鉄道鉄道鉄道鉄道 ●USA●USA●USA●USAレイルパスレイルパスレイルパスレイルパス

おとな 5～15才 おとな 5～15才 【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな 子供 セーバー -
- インターラーケン グリンデルワルド 8区間 12区間 18区間 -

2日(8日間） \18,800 \10,100 \12,900 \7,200 3日(1ケ月） \32,900 \17,200 \28,200 - 往復 往復 15日間 30日間 45日間

4日(8日間）\25,700 \13,600 \19,800 \10,700 5日(1ケ月) \44,700 \23,100 \38,200 - 大人 \22,500 \20,500 おとな \50,500 \77,000 \98,800 -

7日(15日間)\31,700 \16,600 \23,500 \12,500 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな 子供 セーバー ユース スイスパス割引
\17,500 \16,000 子供 \25,300 \38,500 \49,400 -

ロンドンの空港/市内間の往復分のチケットつき 3日(1ケ月） \21,600 \11,600 \18,600 \14,600
他にユーレイルパス/スイスカード所持者割引あり ★区間乗車券も好評受付中！

●●●●ブリットブリットブリットブリット・・・・フリーダムスコットランドパスフリーダムスコットランドパスフリーダムスコットランドパスフリーダムスコットランドパス 5日(1ケ月) \29,100 \15,300 \24,900 \19,500

【【【【２２２２等等等等】】】】 通用国 : オランダ/ベルギー/ルクセンブルク ●●●●ロンドントラベルカードロンドントラベルカードロンドントラベルカードロンドントラベルカード //// オイスターカードオイスターカードオイスターカードオイスターカード ●●●●コリアレイルパスコリアレイルパスコリアレイルパスコリアレイルパス

おとな 1日間 7日間 オイスター 【【【【2222等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース

5～15才 ●●●●ユーレイル ポルトガルユーレイル ポルトガルユーレイル ポルトガルユーレイル ポルトガル＆＆＆＆スペインパススペインパススペインパススペインパス ゾーン1～6 \1,900 \9,900 \2,500 1日間 \7,300 \6,700 \4,400 \6,100

【【【【１１１１等等等等】】】】 ゾーン1～2 \1,600 \5,600 - 3日間 \10,100 \9,300 \5,900 \8,400

●●●●ユーレイル スペインパスユーレイル スペインパスユーレイル スペインパスユーレイル スペインパス おとな 子供 セーバー - ロンドン市内の地下鉄/バス/BRに利用可能:オイスターカードは10￡入り 5日間 \14,800 \13,600 \8,500 \12,300

3日(2ケ月) \36,100 \18,800 \30,900
-

●●●●パリビジットパリビジットパリビジットパリビジット 7日間 \18,200 \16,600 \10,200 \15,000

おとな 子供 おとな 子供 4日(2ケ月) \40,800 \21,100 \34,900
-

1日間 2日間 3日間 5日間 10日間 \20,700 \18,800 \11,400 \17,000

3日(2ケ月) \31,800 \16,600 \25,800 \13,600 5日(2ケ月) \45,500 \23,500 \38,900
-

ゾーン1～3 \1,900 \2,900 \3,800 \5,300

4日(2ケ月) \36,100 \18,800 \29,200 \15,300 6日(2ケ月) \50,400 \25,900 \43,100
-

ゾーン1～5 \3,600 \5,300 \7,300 \8,800 ●●●●韓国空港鉄道韓国空港鉄道韓国空港鉄道韓国空港鉄道AAAA''''REXREXREXREX

5日(2ケ月) \40,400 \20,900 \32,700 \17,100 7日(2ケ月) \55,000 \28,200 \47,000
- パリ市内のメトロ/バス/RERに乗り放題。観光施設の割引あり 仁川空港ーソウル（片道） \700

6日(2ケ月) \45,000 \23,200 \36,400 \18,900 8日(2ケ月) \59,400 \30,500 \50,800
-

7日(2ケ月) \49,700 \25,600 \40,100 \20,800 9日(2ケ月) \64,400 \32,900 \55,000
-

●●●●ウィーンカードウィーンカードウィーンカードウィーンカード ●●●●パリミュージアムパスパリミュージアムパスパリミュージアムパスパリミュージアムパス ●●●●ローマパスローマパスローマパスローマパス

8日(2ケ月) \54,200 \27,800 \43,700 \22,500 10日(2ケ月) \69,000 \35,200 \59,000
-

3日間 \3,000 2日間 \6,000 3日間 \5,100

9日(2ケ月) \59,100 \30,200 \47,500 \24,500 ●●●●ユーレイル ポルトガルパスユーレイル ポルトガルパスユーレイル ポルトガルパスユーレイル ポルトガルパス ウィーン市内の地下鉄/バス/Sバーンに乗り放題。観光施設の割引あり 市内の地下鉄/バスなどに乗り放題

10日(2ケ月) \63,700 \32,500 \51,200 \26,400 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】
観光施設の優待あり

●●●●ユーレイル イタリアパスユーレイル イタリアパスユーレイル イタリアパスユーレイル イタリアパス おとな 子供 おとな 子供 ●●●●ノルウェーナットシェルノルウェーナットシェルノルウェーナットシェルノルウェーナットシェル

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
- 3日(1ケ月) \18,400 \9,900 \12,600 \7,100

オスロｰベルゲン ベルゲン往復 ミルダール・ボス　パスホルダー

3日(2ケ月） \31,400 \26,900 \16,400 - 4日(1ケ月) \22,400 \11,900 \15,300 \8,300 \30,100 \22,400

4日(2ケ月） \34,700 \29,600 \18,100
- 6日(1ケ月) \29,100 \15,200 \19,600 \10,600

フィヨルド観光チケット/2等のみ

5日(2ケ月） \38,500 \32,900 \19,900
-

●●●●ユーレイルオーストリアパスユーレイルオーストリアパスユーレイルオーストリアパスユーレイルオーストリアパス

6日(2ケ月） \41,900 \35,800 \21,600
-

【【【【１１１１等等等等】】】】 おとな セーバー 子供
-

7日(2ケ月） \45,700 \39,100 \23,500
- 3日(1ケ月） \26,100 \22,500 \13,800

-

8日(2ケ月） \49,200 \42,100 \25,400
- 4日(1ケ月） \28,900 \24,800 \15,200

-

9日(2ケ月） \53,000 \45,200 \27,200
- 5日(1ケ月） \31,800 \27,200 \16,600

-

10日(2ケ月) \56,500 \48,200 \28,900 - 6日(1ケ月） \34,700 \29,600 \18,100
-

【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース 7日(1ケ月） \37,700 \32,200 \19,500
-

3日(2ケ月） \25,800 \22,200 \13,600 \21,200 8日(1ケ月） \40,200 \34,500 \20,900
-

4日(2ケ月） \28,400 \24,400 \14,900 \23,400 【【【【２２２２等等等等】】】】 おとな セーバー 子供 ユース

5日(2ケ月） \31,500 \26,900 \16,500 \25,900 3日(1ケ月） \18,800 \16,200 \10,100 \12,600

6日(2ケ月） \34,200 \29,400 \17,900 \28,200 4日(1ケ月） \20,600 \17,800 \11,100 \14,100

7日(2ケ月） \37,400 \31,900 \19,400 \30,700 5日(1ケ月） \22,800 \19,500 \12,100 \15,300

8日(2ケ月） \40,200 \34,500 \20,900 \33,100 6日(1ケ月） \24,600 \21,200 \13,100 \16,500
.

9日(2ケ月） \43,200 \36,900 \22,400 \35,500 7日(1ケ月） \26,800 \23,100 \14,200 \17,900

10日(2ケ月) \46,100 \39,400 \23,800 \37,800 8日(1ケ月） \28,600 \24,600 \15,100 \19,200

\11,300 \14,800

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

\13,300

\9,800

\11,900

4日(8日間） 8日(15日間）

\21,500 \28,500

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】 【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

ユース

【【【【２２２２等等等等】】】】

\39,900

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【１１１１等等等等】】】】

\24,400

\33,900

【【【【１１１１等等等等】】】】 【【【【２２２２等等等等】】】】

おとな

\17,900


