
※表示の料金はグロス料金となります。
ご注意：ユーレイル系のパスの利用には専用アプリのインストールが必要となり、利用にはお客様ご自身でアプリ上から利用開始手続き、ならびにご乗車日の登録が必要となります。詳細は上記弊社レイルサイトをご確認ください。

ユーレイル グローバルパス（連続） ユーレイル グローバル フレキシーパス   ユーレイルグローバルパス適用国（33ヵ国）

大人 ユース シニア 大人 ユース シニア 大人 ユース シニア 大人 ユース シニア

15日間 ¥85,600 ¥64,300 ¥77,000 ¥64,300 ¥48,200 ¥57,900 4日/1ヵ月 ¥47,600 ¥35,700 ¥42,800 ¥35,700 ¥26,900 ¥32,100

22日間 ¥100,100 ¥75,200 ¥90,100 ¥75,200 ¥56,500 ¥67,600 5日/1ヵ月 ¥54,600 ¥40,900 ¥49,100 ¥40,900 ¥30,800 ¥36,900

1ヵ月間 ¥129,500 ¥97,200 ¥116,600 ¥97,200 ¥73,000 ¥87,500 7日/1ヵ月 ¥64,700 ¥48,600 ¥58,200 ¥48,600 ¥36,400 ¥43,800

2ヵ月間 ¥141,400 ¥106,000 ¥127,400 ¥106,000 ¥79,500 ¥95,500 10日/2ヵ月 ¥77,500 ¥58,200 ¥69,800 ¥58,200 ¥43,700 ¥52,400

3ヵ月間 ¥174,300 ¥130,800 ¥156,900 ¥130,800 ¥98,200 ¥117,800 15日/2ヵ月 ¥95,300 ¥71,500 ¥85,700 ¥71,500 ¥53,700 ¥64,400

ユーレイル・1ヵ国パス

有効期間 有効期間   ユーレイル系鉄道パス年齢区分

1ヵ月 大人 ユース シニア 大人 ユース シニア 1ヵ月 大人 ユース シニア 大人 ユース シニア 大人 28歳以上

オーストリア フランス 子供 4～11歳（大人1名につき子供2名まで無料）

3日 ¥28,300 ¥22,700 ¥25,600 ¥21,200 ¥18,500 ¥19,000 1日 ¥15,000 ¥11,900 ¥13,500 ¥11,200 ¥9,800 ¥10,100 ユース 12～27歳まで（利用開始日の年齢が適用）

4日 ¥33,400 ¥26,700 ¥30,100 ¥25,100 ¥21,800 ¥22,700 2日 ¥22,400 ¥17,900 ¥20,200 ¥16,900 ¥14,500 ¥15,100 シニア 60歳以上

5日 ¥38,000 ¥30,500 ¥34,300 ¥28,600 ¥24,700 ¥25,700 3日 ¥28,300 ¥22,700 ¥25,600 ¥21,200 ¥18,500 ¥19,000

6日 ¥42,200 ¥33,800 ¥38,000 ¥31,700 ¥27,500 ¥28,500 4日 ¥33,400 ¥26,700 ¥30,100 ¥25,100 ¥21,800 ¥22,700

8日 ¥49,900 ¥39,900 ¥45,000 ¥37,500 ¥32,500 ¥33,700 5日 ¥38,000 ¥30,500 ¥34,300 ¥28,600 ¥24,700 ¥25,700   スイス系鉄道パス年齢区分

スカンジナビア 6日 ¥42,200 ¥33,800 ¥38,000 ¥31,700 ¥27,500 ¥28,500 大人 25歳以上（2022年から変更されました）

3日 ¥37,200 ¥29,800 ¥33,400 ¥27,900 ¥24,100 ¥25,100 7日 ¥46,000 ¥36,900 ¥41,400 ¥34,600 ¥29,900 ¥31,100 子供 6～15歳

4日 ¥42,200 ¥33,800 ¥38,000 ¥31,700 ¥26,600 ¥28,500 8日 ¥49,900 ¥39,900 ¥45,000 ¥37,500 ¥32,500 ¥33,700 ユース 16～24歳まで（2022年から変更されました）
5日 ¥46,600 ¥37,300 ¥42,000 ¥35,000 ¥30,400 ¥31,500 チェコ / エストニア / ギリシャ / ハンガリー / ポルトガル / ルーマニア
6日 ¥50,700 ¥40,500 ¥45,600 ¥38,000 ¥33,000 ¥34,300 3日 ¥17,900 ¥14,300 ¥16,100 ¥13,400 ¥11,600 ¥12,100

8日 ¥57,500 ¥46,000 ¥51,700 ¥43,100 ¥37,300 ¥38,800 4日 ¥22,100 ¥17,700 ¥19,900 ¥16,600 ¥14,400 ¥15,000   ブリットレイル系鉄道パス年齢区分

ノルウェー / スペイン / スウェーデン（※ノルウェーは1等の設定なし） 5日 ¥26,000 ¥20,800 ¥23,400 ¥19,500 ¥16,900 ¥17,600 大人 26～59歳

3日 ¥33,000 ¥26,400 ¥29,600 ¥24,700 ¥21,500 ¥22,200 6日 ¥29,800 ¥23,800 ¥26,900 ¥22,400 ¥19,300 ¥20,200 子供 5～15歳

4日 ¥38,200 ¥30,500 ¥34,400 ¥28,600 ¥24,800 ¥25,700 8日 ¥36,700 ¥29,300 ¥33,100 ¥27,600 ¥23,800 ¥24,800 ユース 16～25歳

5日 ¥42,700 ¥34,100 ¥38,500 ¥32,100 ¥27,700 ¥28,900 ベネルクス / デンマーク / フィンランド / アイルランド シニア 60歳以上

6日 ¥46,900 ¥37,500 ¥42,200 ¥35,100 ¥30,500 ¥31,700 3日 ¥23,400 ¥18,800 ¥21,100 ¥17,600 ¥15,300 ¥15,900

8日 ¥54,300 ¥43,400 ¥48,900 ¥40,800 ¥35,300 ¥36,700 4日 ¥28,200 ¥22,500 ¥25,400 ¥21,200 ¥18,300 ¥19,000

イタリア 5日 ¥32,700 ¥26,100 ¥29,500 ¥24,600 ¥21,200 ¥22,100   手数料

3日 ¥24,600 ¥19,600 ¥22,100 ¥18,500 ¥15,300 ¥16,600 6日 ¥36,700 ¥29,300 ¥33,100 ¥27,600 ¥23,800 ¥24,800 1パスにつき2,200円

4日 ¥29,600 ¥23,700 ¥26,700 ¥22,200 ¥18,300 ¥20,100 8日 ¥44,300 ¥35,400 ¥39,900 ¥33,300 ¥28,800 ¥29,900 最初の1区間につき2,200円

5日 ¥34,300 ¥27,500 ¥30,900 ¥25,700 ¥21,200 ¥23,200 追加1区間ごとに1,100円

6日 ¥38,600 ¥30,800 ¥34,700 ¥29,000 ¥23,800 ¥26,100 変更取消手数料として、

8日 ¥46,400 ¥37,200 ¥42,000 ¥34,800 ¥28,800 ¥31,400 3日 ¥11,400 ¥9,000 ¥10,200 ¥8,600 ¥7,400 ¥7,700 1パスおよび1区間につき

4日 ¥14,400 ¥11,500 ¥13,000 ¥10,800 ¥9,300 ¥9,800 2,200円

スイストラベルパス（連続） 5日 ¥17,300 ¥13,800 ¥15,600 ¥13,000 ¥11,200 ¥11,600 (*別途、鉄道会社の払い戻し

6日 ¥20,200 ¥16,100 ¥18,200 ¥15,100 ¥13,100 ¥13,700     手数料がかかります）

大人 子供 ユース 大人 子供 ユース 8日 ¥25,600 ¥20,500 ¥23,000 ¥19,200 ¥16,600 ¥17,300 ※手数料の表示金額は税込価格となります。

3日間 ¥53,400 ¥26,800 ¥37,700 ¥33,600 ¥16,800 ¥23,800 ※グループ予約の手数料は、上記とは異なります。

4日間 ¥64,700 ¥33,900 ¥45,600 ¥40,700 ¥20,400 ¥28,800  別途ご案内をいたします。

6日間 ¥82,500 ¥41,300 ¥58,200 ¥52,000 ¥26,100 ¥36,800

8日間 ¥89,300 ¥44,700 ¥63,100 ¥56,300 ¥28,300 ¥40,000 ユーレイルジャーマンレイルパス（連続タイプ） ユーレイルジャーマンレイルパス（フレキシータイプ）

15日間 ¥97,700 ¥48,900 ¥69,300 ¥62,100 ¥31,100 ¥44,500

大人 ユース 大人 ユース 大人 ユース 大人 ユース

スイストラベルパスフレックス 3日間 ¥35,300 ¥28,300 ¥26,400 ¥21,200 3日/1ヵ月 ¥37,200 ¥29,800 ¥27,900 ¥22,400

4日間 ¥40,100 ¥32,100 ¥30,100 ¥24,100 4日/1ヵ月 ¥42,200 ¥33,800 ¥31,700 ¥25,300

大人 子供 ユース 大人 子供 ユース 5日間 ¥44,300 ¥35,400 ¥33,300 ¥26,600 5日/1ヵ月 ¥46,600 ¥37,300 ¥35,000 ¥28,000

3日/1ヵ月 ¥61,400 ¥30,700 ¥43,300 ¥38,700 ¥19,400 ¥27,400 7日間 ¥51,700 ¥41,400 ¥38,600 ¥30,900 7日/1ヵ月 ¥54,400 ¥43,500 ¥40,600 ¥32,500

4日/1ヵ月 ¥74,400 ¥37,200 ¥52,400 ¥46,800 ¥23,500 ¥33,200 10日間 ¥62,500 ¥50,100 ¥45,600 ¥36,400 10日/1ヵ月 ¥69,500 ¥55,600 ¥50,700 ¥40,500

6日/1ヵ月 ¥88,300 ¥44,200 ¥62,200 ¥55,600 ¥27,800 ¥39,400 15日間 ¥86,000 ¥68,800 ¥62,500 ¥50,100 15日/1ヵ月 ¥95,600 ¥76,500 ¥69,500 ¥55,600

8日/1ヵ月 ¥93,900 ¥47,100 ¥66,400 ¥59,200 ¥29,700 ¥42,000

15日/1ヵ月 ¥102,200 ¥51,100 ¥72,500 ¥65,000 ¥32,600 ¥46,500

手配手数料（鉄道パス以外）
ブルガリア / クロアチア / マケドニア / リトアニア / ポーランド / セルビア / スロバキア / スロベニア /

トルコ / ラトビア

発券後の変更・取消手数料

有効日数
1等 2等

日数/有効期間
1等 2等

1等 2等 1等 2等

手配手数料（鉄道パス）

有効日数
1等 2等

有効日数
1等

有効日数
1等 2等

日数/

有効期間

1等 2等

2等

ヨーロッパ鉄道パス料金表 (2022年5月発券の料金）
※赤字の鉄道パスは弊社レイルサイトもご覧ください。

https://eurorail-wcc.com

オーストリア、ベルギー、ボスニア＆ヘルツェゴビナ、ブルガリア、

クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、

マケドニア、ドイツ、イギリス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、

イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モンテネグロ、

オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、

スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ

※当料金表に掲載していない鉄道パスの料金は、

左記サイト上、「お問い合わせ」フォームから

お問い合わせください。



※表示の料金はグロス料金となります。
ブリットレイル ロンドンプラスパス ブリットレイルパス

大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

3日/1ヵ月 ¥28,900 ¥14,500 ¥18,800 ¥24,600 2日間 ¥26,700 ¥13,400 ¥16,100 ¥22,700 ¥17,600 ¥8,700 ¥10,800 ¥15,100

4日/1ヵ月 ¥33,400 ¥16,700 ¥21,700 ¥28,300 3日間 ¥39,900 ¥20,100 ¥24,000 ¥33,800 ¥26,400 ¥13,200 ¥15,900 ¥22,500

8日/1ヵ月 ¥47,200 ¥23,700 ¥30,600 ¥40,100 4日間 ¥49,500 ¥24,800 ¥29,800 ¥42,100 ¥32,700 ¥16,400 ¥19,600 ¥27,900

8日間 ¥70,500 ¥35,300 ¥42,400 ¥59,900 ¥47,500 ¥23,800 ¥25,700 ¥40,400

大人 子供 ユース シニア 15日間 ¥104,200 ¥52,100 ¥62,500 ¥88,600 ¥70,500 ¥35,300 ¥42,400 ¥59,900

3日/1ヵ月 ¥20,600 ¥10,300 ¥13,400 ¥17,400 22日間 ¥132,400 ¥66,300 ¥79,500 ¥112,600 ¥88,200 ¥44,100 ¥53,000 ¥75,000

4日/1ヵ月 ¥25,100 ¥12,700 ¥16,300 ¥21,400 1ヵ月 ¥156,800 ¥78,500 ¥94,200 ¥133,300 ¥104,200 ¥52,100 ¥62,500 ¥88,600

8日/1ヵ月 ¥34,700 ¥17,400 ¥22,700 ¥29,600

ブリットレイル フレキシーパス

  ブリットレイル系鉄道パス年齢区分 大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

大人 26～59歳 2日間/1ヵ月 ¥33,300 ¥16,700 ¥19,900 ¥28,200 ¥22,500 ¥11,400 ¥13,500 ¥19,200

子供 5～15歳 3日間/1ヵ月 ¥49,500 ¥24,800 ¥29,800 ¥42,100 ¥33,500 ¥16,900 ¥20,200 ¥28,500

ユース 16～25歳 4日間/1ヵ月 ¥60,900 ¥30,500 ¥36,600 ¥51,800 ¥42,000 ¥21,100 ¥25,300 ¥35,700

シニア 60歳以上 8日間/1ヵ月 ¥89,500 ¥44,900 ¥53,700 ¥76,000 ¥60,100 ¥30,100 ¥36,000 ¥51,100

15日間/1ヵ月 ¥133,600 ¥66,900 ¥80,200 ¥113,600 ¥90,400 ¥45,300 ¥54,300 ¥76,800

  手数料 ブリットレイル イングランドパス

1パスにつき2,200円 1等 2等

最初の1区間につき2,200円 大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

追加1区間ごとに1,100円 3日間 ¥31,500 ¥15,900 ¥19,900 ¥26,700 ¥22,200 ¥11,200 ¥14,000 ¥18,900 ¥26,200 ¥18,800

変更取消手数料として、 4日間 ¥39,900 ¥20,100 ¥25,100 ¥33,800 ¥26,400 ¥13,200 ¥16,700 ¥22,500 ¥33,000 ¥22,300

1パスおよび1区間につき 8日間 ¥55,900 ¥28,000 ¥35,300 ¥47,500 ¥37,700 ¥18,900 ¥23,800 ¥32,100 ¥45,800 ¥31,300

2,200円 15日間 ¥84,000 ¥42,100 ¥53,000 ¥71,400 ¥55,900 ¥28,000 ¥35,300 ¥47,500 ¥68,300 ¥45,800

(*別途、鉄道会社の払い戻し 22日間 ¥106,300 ¥53,300 ¥67,000 ¥90,400 ¥70,500 ¥35,300 ¥44,600 ¥59,900 ¥86,100 ¥57,600

    手数料がかかります） 1ヵ月 ¥125,200 ¥62,800 ¥78,900 ¥106,500 ¥84,000 ¥42,100 ¥53,000 ¥71,400 ¥101,300 ¥68,300

※手数料の表示金額は税込価格となります。

※グループ予約の手数料は、上記とは異なります。 ブリットレイル イングランドフレキシーパス

 別途ご案内をいたします。 1等 2等

大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

3日間/1ヵ月 ¥39,900 ¥20,100 ¥25,100 ¥33,800 ¥27,300 ¥13,700 ¥17,200 ¥23,200 ¥33,000 ¥22,900

4日間/1ヵ月 ¥49,500 ¥24,800 ¥31,200 ¥42,100 ¥33,500 ¥16,900 ¥21,200 ¥28,500 ¥40,700 ¥28,000

8日間/1ヵ月 ¥71,400 ¥35,700 ¥45,000 ¥60,700 ¥48,300 ¥24,300 ¥30,500 ¥41,100 ¥58,300 ¥39,700

15日間/2ヵ月 ¥107,200 ¥53,700 ¥67,500 ¥91,100 ¥72,700 ¥36,400 ¥45,900 ¥61,800 ¥86,800 ¥59,300

ブリットレイル サウスウエストパス

1等 2等

大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

3日間 ¥28,500 ¥14,300 ¥18,600 ¥24,300 ¥18,900 ¥9,500 ¥12,200 ¥16,000 ¥23,900 ¥16,200

4日間 ¥34,800 ¥17,400 ¥22,700 ¥29,600 ¥23,100 ¥11,600 ¥15,000 ¥19,600 ¥29,000 ¥19,600

8日間 ¥49,500 ¥24,800 ¥32,200 ¥42,100 ¥33,500 ¥16,900 ¥21,800 ¥28,500 ¥40,700 ¥28,000

15日間 ¥73,600 ¥36,900 ¥47,800 ¥62,500 ¥49,500 ¥24,800 ¥32,200 ¥42,100 ¥59,900 ¥40,700

22日間 ¥92,400 ¥46,300 ¥60,100 ¥78,600 ¥62,100 ¥31,100 ¥40,500 ¥52,800 ¥75,100 ¥50,900

1ヵ月 ¥109,200 ¥54,700 ¥71,100 ¥92,800 ¥73,600 ¥36,900 ¥47,800 ¥62,500 ¥88,600 ¥59,900

ブリットレイル サウスウエストフレキシーパス

1等 2等

大人 子供 ユース シニア 大人 子供 ユース シニア

3日間/1ヵ月 ¥34,800 ¥17,400 ¥22,700 ¥29,600 ¥24,300 ¥12,200 ¥15,900 ¥20,600 ¥29,000 ¥20,600

4日間/1ヵ月 ¥43,300 ¥21,700 ¥28,200 ¥36,700 ¥29,300 ¥14,700 ¥19,200 ¥25,000 ¥35,700 ¥24,600

8日間/1ヵ月 ¥63,000 ¥31,500 ¥40,900 ¥53,600 ¥42,000 ¥21,100 ¥27,300 ¥35,700 ¥51,500 ¥34,600

15日間/2ヵ月 ¥93,700 ¥46,900 ¥60,900 ¥79,700 ¥63,000 ¥31,500 ¥40,900 ¥53,600 ¥76,100 ¥51,500

有効日数
2等

有効日数
1等

有効日数
1等 2等

有効日数
1等 2等

手配手数料（鉄道パス）
有効日数

1等 2等

手配手数料（鉄道パス以外）
セーバー（大人）

発券後の変更・取消手数料

有効日数
1等 2等

セーバー（大人）

有効日数
1等 2等

セーバー（大人）

有効日数
1等 2等

セーバー（大人）

ヨーロッパ鉄道パス料金表 (2022年5月発券の料金）
※赤字の鉄道パスは弊社レイルサイトもご覧ください。

https://eurorail-wcc.com
※当料金表に掲載していない鉄道パスの料金は、

左記サイト上、「お問い合わせ」フォームから

お問い合わせください。


