
スイストラベルパス
適用範囲：スイス国内の鉄道、バス、湖
船に乗り放題でご利用いただけます。絶景
ルートをはじめ、国内 90以上の都市にお
けるトラムや市バスにも有効です。25歳未
満の旅行者向けのユースパスには大人向け
スイストラベルパスの通常料金から 30%
割引が適用されます。有効期間：連続した
3日、4日、6日、8日、15日間。特典：
ほとんどの登山列車が 50％割引でご利用
いただけるほか、スイス国内の 500以上の
美術館や博物館の入館が鉄道パスの提示
で無料になります。

スイストラベルパス フレックス
適用範囲：スイストラベルパスと同様です。
有効期間：1カ月の有効期間内の 3日、4日、
6日、8日、15日間を自由に選択可能。

スイスハーフフェアカード 
適用範囲：スイス国内の鉄道やバス、湖船、
ほとんどの登山鉄道、国内 90都市以上の
トラム、市バスなどの公共交通機関が最大
50％割引でご利用いただけます。有効期間：
1カ月間

スイスファミリーカード 
適用範囲：スイストラベルシステムの鉄道
パスのいずれかを購入する際に、申請すれ
ば無料でもらえる家族カードです。有効な
鉄道商品を所持する親（1人）が同伴の場
合、スイスファミリーカードがあれば、6
歳以上 16歳未満の子供は無料でご利用い
ただけます。

スイストラベルシステムの豊富なチケット
スイス全土を網羅する電車、バス、湖船を乗り放題でご利用いただけるほか、様々な
博物館への無料入場や山岳鉄道の割引などの特典もついています。

スイスの見どころがすべて詰まったルート
Grand Train Tour of Switzerlandで、パノラマ路線と大絶景がすべて詰まった夢の
ようなルートを旅しましょう。

ユネスコ世界遺産
先人たちや自然から託された貴重な贈り物。

より詳しい情報はこちらから：GrandTrainTour.com #grandtraintour

オンラインでチケットを購入し、スイスの独創的な一面を
発見しましょう：ourheritage.ch 

電車、バス、湖船、そして山岳鉄道。様々
な交通手段を駆使すれば、どこへでも行け
てしまうのがスイスの魅力です。乗り継ぎ
もスムーズで、長い待ち時間は必要ありま
せん。電車から降りれば徒歩圏内にバスや
湖船の停留所があるため、迷うことなく快
適な旅路をお楽しみいただけます。

さあ出かけよう！
スイスは世界で最も交通ネットワークが発達した国のひとつです。スイス国内どこへ
行っても乗り継ぎに困ることはありません。

より詳しい情報はこちらから： MySwitzerland.com/swisstravelsystem 

美しく壮大な自然に身を委ねて

絵画のような美しい絶景の中を進む Grand Train Tour of Switzerlandアレッチ氷河 ― ユネスコ世界遺産「スイス・アルプス ユングフラウ -アレッチ」一度見たら忘れないティトリスの氷河の世界

ヨーロッパ最大の滝：スイス全土を一枚のチケットで 

湖船に乗り込んで快適かつスタイリッシュな旅路を 

一年中楽しめる最高の列車旅 修道院付属図書館 ― ユネスコ世界遺産「ザンクト・ガレン修道院」

公共交通機関で山登りを楽しむ 

快適な列車で急勾配の山道を進む杭上住居群 ― ユネスコ世界遺産 「アルプス山系の先史時代杭上住
居跡群」

ティトリス・ロッテール ― 世界初の回転
空中ケーブルカー 
世界初の回転空中ケーブルカーをお見逃し
なく！ティトリス・ロッテールはティトリス
の中腹にあるシュタント駅から標高 3,020
メートル地点まで、360度回転しながら登っ
ていきます。岩肌やクレバス、山頂の絶景
を眼前に、幻想的な 5分間をお楽しみくだ
さい。

一年中素晴らしい景色を 
11の湖、4ヶ国の言語、5ヶ所の世界遺産
と数多くの風光明媚な景色を巡る1,280キ
ロの旅。Grand Train Tour of Switzerland
では、スイスの見どころすべてが詰まった
快適な旅を一年中お楽しみいただけます。
のんびりとくつろぎながら、心の赴くまま
絶景を目指してみてはいかがでしょうか。

神秘的な自然現象と偉大な文化的業績を
称えるユネスコ世界遺産。スイスには 4ヶ
所の自然遺産と 9ヶ所の文化遺産が点在
し、訪れる人々を魅了し続けています。そ
れぞれの遺産は、スイスの本質と特性、そ
して多様性を次の世代へと繋いでいく役割
を果たします。これらが生み出す価値は、
スイス国民の独自性と精神性に深く根付い
ているのです。

ユネスコ世界遺産チケットは、歴史的発見
や雄大な自然景観への入場券です。スイスの
歴史に身を委ねてみてはいかがでしょうか。

氷河で名高いティトリス山 ― スイスの心臓部へ 
ようこそ
標高 3000メートル以上の山頂に積もる、雪と戯れる幻想の一日をお楽しみください。

より詳しい情報はこちらから：titlis.ch/en
スイストラベルパス保持者は、ルツェルンからエンゲル
ベルクまでの運賃が無料になります。
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アプリを活用することで、移動しながらでも常に最新情報をゲット

アプリで旅をアップグレード！
列車、バス、湖船を活用した旅をサポートする2つのお役立ちアプリを、旅のお供にご活
用ください。App StoreまたはGoogle Play Storeから無料でダウンロードいただけます。

スイストラベルガイド
 � マップと時刻表付きのデジタルトラベル 
ガイド

 � 500以上ものスイスの見どころを紹介
 � 魅力的なデジタルクーポンをゲット

Grand Train Tour of Switzerland App
 � Grand Train Tour of Switzerlandの必見
スポットを紹介

 � 見どころに近づくとプッシュ通知を送信
 � スタンプやアワードの収集 
 � クーポンやプレゼントを贈呈
 � 全行程の時刻表を提供

ソーシャルメディア
ハッシュタグ #swisstravelsystemや
#grandtraintourを付けて旅の思い出を投
稿しましょう。

 @SwissTravelSystem

 @swisstravelsystem

 @Media_STS

 Swiss Travel System AG

 @SwissTravelSystem

スイスが魅せる雄大な山岳世界を味わう

スイストラベルパスで旅の準備を

どこへでも繋がる交通ネットワーク
世界一密な公共交通網を誇るスイスでは、電車やバス、湖船を駆使して快適かつ便利に国中を周遊いただけます。

公共交通機関を乗り継いで山頂を目指す

壮大なパノラマ

スイスト
ラベル 

パスで 

50％割引

普通乗車券およびワンデイトラベルパス
ご乗車ごとに購入するタイプの片道乗車券
や往復乗車券は 1等または 2等座席でご
利用いただけます。国内の観光地を巡る日
帰り旅行には種類豊富なワンデイトラベル
パスが便利です。普通乗車券およびワン
デイトラベルパスにはお得なスーパーセイ
バーチケットもご用意しております。

スイス発着の国際列車
隣国とスイスの都市部を乗り換えなしで繋
ぐ国際列車が毎日運行しているため、国境
をまたぐ移動も便利です。普通運賃やスー
パーセイバーなど、出発国によってご利用
になれるチケットの種類は異なります。

ユーレイルパス＆インターレイルパス
プラハで乗車し、チューリッヒで下車する。
ヨーロッパを列車で周遊するならインター
レイルまたはユーレイルパスが便利です。
チケットの購入に煩わされることなく、30
カ国以上をお好きなルートで自由に旅でき
ます。

その他のチケット＆鉄道パス
スイストラベルシステムの各種チケットの他にも、豊富なチケットオプションをご用意
しております。電車やバス、湖船を乗り継ぎながら気楽な旅を楽しみましょう。

すべてのチケットに関する情報はこちらから： MySwitzerland.com/tickets

隣国からスイスまでの旅路を乗り換えなしで快適に

スイストラベルシステムの各種チケット購入はこちらから : MySwitzerland.com/rail

スイストラベル 
マップ2022 MySwitzerland.com/swisstravelsystem

旅に出かけよう！

広告広告 広告

標高 3,454メートル地点に佇む冒険心くすぐる展望台からは、人々の心を魅了してやまないアルプスのすべ
てを一望いただけます。雄大な氷と雪、岩が織りなす息を呑むほどに美しい景色。ユネスコ世界遺産にも
登録されている「スイス・アルプス ユングフラウ－アレッチ」の心臓部に位置するヨーロッパ最高地点の鉄
道駅までの快適な列車旅は、スイス旅行のハイライトとなること間違いなしです。

アイガー エクスプレス ― 最新型 3Sロープウェイ
最新型 3Sロープウェイ「アイガー エクスプレス」は、グリンデルワルドターミナル駅からアイガーグレッ
シャー駅までをわずか 15分で結んでいます。このロープウェイのおかげで、ヨーロッパ最高峰ユングフラ
ウヨッホまでの旅路が 45分間短縮されました。

ユングフラウヨッホ ― トップ・オブ・ヨーロッパ
ユングフラウヨッホはヨーロッパを代表する山岳エクスカーションの聖地です。 
一年中溶けることのない雪と氷の世界を心ゆくまでお楽しみください。

スイストラベルパスがあれば、グリンデルワルトフィルストやシーニゲプラッテ、
ハーダークルムなどのユングフラウ地方の見どころを 50％割引でお楽しみ 
いただけます：jungfrau.ch

アイスパレス（氷の宮殿）

ユングフラウヨッホ ― ヨーロッパの最高地点の鉄道駅

氷河高原 アルパイン・センセーション スノー・ファンパーク

スイス

トラベル
パスで

25％割引

NEW 

アイガー
  

エクスプ
レス 

スイストラベルシステム商品一覧 2022年料金表
一枚のチケットでスイス全土の公共交通網をカバーするスイストラベルパス。これ一
枚でスイス国内の電車やバス、湖船を乗り放題でご利用いただけます。

スイストラベルシステムの鉄道パスや鉄道チケットは、スイスまたはリヒテンシュタイン公国の永住者はご利用いただけません。
スイス国内居住者向けの鉄道チケット情報については、スイス連邦鉄道の公式ウェブサイト（sbb.ch）をご確認ください。
6歳以上 16歳未満の子供の場合、親が同伴し、当人がスイスファミリーカード（無料）を所持する場合は無料で公共交通機関を
ご利用いただけます。親の同伴がない場合は、スイストラベルシステムの全ての鉄道パス類を大人向け通常料金の 50％割引でご
購入いただけます。6歳までの子供は公共交通機関の利用が無料になります。
チケットの料金は予告なく変更になる場合があります。

スイストラベルシステムの各種チケット購入はこちらから : MySwitzerland.com/rail

スイストラベルパス  2等 1等
3日間 CHF 232 CHF 369

4日間 CHF 281 CHF 447

6日間 CHF 359 CHF 570

8日間 CHF 389 CHF 617

15日間 CHF 429 CHF 675

スイストラベルパス ユース 1) 2等 1等
3日間 CHF 164 CHF 260

4日間 CHF 199 CHF 315

6日間 CHF 254 CHF 402

8日間 CHF 276 CHF 436

15日間 CHF 307 CHF 479

スイストラベルパス フレックス 2等 1等
1ヶ月以内の任意の3日間 CHF 267 CHF 424

1ヶ月以内の任意の4日間 CHF 323 CHF 514

1ヶ月以内の任意の6日間 CHF 384 CHF 610

1ヶ月以内の任意の8日間 CHF 409 CHF 649

1ヶ月以内の任意の15日間 CHF 449 CHF 706

スイストラベルパスフレックス ユース 1) 2等 1等
1ヶ月以内の任意の3日間 CHF 189 CHF 299

1ヶ月以内の任意の4日間 CHF 229 CHF 362

1ヶ月以内の任意の6日間 CHF 272 CHF 430

1ヶ月以内の任意の8日間 CHF 290 CHF 459

1ヶ月以内の任意の15日間 CHF 321 CHF 501

スイスハーフフェアカード
1ヶ月間 CHF 120

スイスファミリーカード
1ヶ月間 無料

1  25歳未満の旅行者が対象です（30％割引）

都市や山々、果てしないパノラマを越えて
のんびりとした楽しい列車の旅だけが
Grand Train Tourの魅力ではありません。
谷を越え、山道を登り、美しいスイスの街
や村を通り抜けていく。眼前に広がる自然
の驚異に圧倒されながら、快適な列車と
ケーブルカーで巨大な山脈を越えていきま
しょう。

ティトリス・クリフウォーク － ヨーロッパ
最高地にある吊り橋
息をのむような体験を。鉄の心臓をお持ち
の方にはぜひ体験いただきたいティトリス・
クリフウォーク。奈落を見下ろしながら、
鼓動を整えて標高 3,041メートル地点を進
みます。目もくらむような高さの中、狭い
吊り橋に頼りながら踏み出す 150歩。他で
は味わえないスリルをご体感ください。

ノスタルジックなラック式登山列車から、
パノラマ展望列車の大きな車窓から、最先
端技術を誇る湖船の上から。多様性に溢れ
た魅惑の国を探索しましょう。快適な乗り
心地とグルメを楽しみながら、時間通りに
目的地に到着する。これがスイス式の旅の
楽しみ方です。
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MAP 路線図

交通機関

2021年12月現在
紙面の都合上、すべての路線を記載しているわけではありません。 
チケットの料金は予告なく変更になる場合があります。

0 10 20 30 km

1 : 1.25 m

スイストラベルパスの適用範囲
スイストラベルパス ユース | スイストラベルパス フレックス | 
スイストラベルパス フレックス ユース

プレミアムパノラミックトレイン

スイスハーフフェアカードの適用範囲
割引となる路線（50％）

割引となる路線（50％） 割引のない路線

無制限にご利用いただける路線

割引となる路線（50％、      25％） 割引のない路線

公共交通機関が無料でご利用いただける都市列車 バス ケーブルカー／
ロープウェイ

湖船

ベルニナ エクスプレス

グレッシャー エクスプレス

ゴールデンパス パノラミック

ゴッタルドパノラマ エクスプレス

ルツェルン－インターラーケン
エクスプレス

グレッシャー エクスプレス、ベルニナ エクスプレス、ゴッタルド 
パノラマエクスプレス、パーム エクスプレスなど、一部の列車／
バス／湖船にご乗車の際には、座席指定券、追加料金の両方または
いずれかが必要になります。

STS Map 2022-888x525-JP.indd   1STS Map 2022-888x525-JP.indd   1 2021/12/21   18:432021/12/21   18:43
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ユネスコ世界遺産

1  ベルニナ エクスプレス：クール～ティラーノ（イタリア）／ルガーノ
列車はユネスコ世界遺産にも選ばれているレーティッシュ鉄道を走りなが
ら、ヨーロッパを北部から南部まで下ります。鮮紅の車両はスムーズに山道
を駆け登りながら、山岳や氷河、ヤシの木が彩る比
類のない美しい情景を車窓に写して進んでいきます。

スイス旅の必見スポット
スイスの必見スポットをお見逃しなく！公共交通機関を利用して数々の観光名所を 
巡りましょう。

その他の見どころについてはこちらから：MySwitzerland.com/swisstravelsystem

のんびりと楽しい旅を

最高の列車旅を
すべてのパノラマ路線を一つにまとめた息を呑むほどに美しいルートを一年中ご堪能
いただけるGrand Train Tour of Switzerland。1,280キロの列車旅は、魅力的なス
イスの都市を周り、ユネスコ世界遺産を始めとする数々の有名な景色や歴史的建造物
を通り抜けながら、アルプスの観光名所を巡ります。

セクション：
Zürich-Luzern-Interlaken：ルツェルン-インターラーケン エクスプレス
Interlaken-Zweisimmen-Montreux：ゴールデンパス
Montreux – Visp –  Zermatt 
Zermatt-St.Moritz：グレッシャー エクスプレス
St.Moritz-Tirano-Lugano：ベルニナ エクスプレス
Lugano-Luzern：ゴッタルドパノラマ エクスプレス
Luzern-St.Gallen：フォアアルペン エクスプレス
St. Gallen – Schaffhausen – Zürich

2  グレッシャー 3000、標高 2,971m

パノラマの大絶景と「ピークウォーク」で人々を魅了する西スイスの山岳エ
クスカーション。「ピークウォーク」は 2峰の山の頂に渡された 107メート
ル長の吊り橋です。標高 3,000メートルから望
む絶景をご堪能ください。

3  グレッシャー エクスプレス（氷河特急）：サンモリッツ～ツェルマット
数あるパノラマ列車の中でも最も多様性に富んだ景観をご堪能いただける
グレッシャーエクスプレス。サンモリッツから乗車し、ライン渓谷やオーバー
アルプ峠を越え、ヨーロッパ一有名なツェルマット
の名峰、マッターホルンまでの旅路を世界一遅い特
急列車でお楽しみください。

4  ゴールデンパスパノラミック：モントルー～ツヴァイジンメン
レマン湖にブドウ畑、そして荘厳な城。ゴールデンパスパノラミックは、「ス
イスのリヴィエラ」とも呼ばれるフランス語圏の街、モントルーを出発し、
スイスの特徴的な丘陵風景の中を進んでいき
ます。列車に乗り込めば、次 と々変わりゆく絵
のように美しい景観が車窓に広がります。

5  ゴッタルドパノラマ エクスプレス：ルガーノ～ルツェルン
湖船と列車を乗り継ぐユニークな旅を提供するゴッタルド パノラマエクス
プレスは、スイスで最も美しい 2つの地域を結びます。旅はティチーノ地
方から始まり、列車でゴッタルドの峠を越え、ル
ツェルン湖をクルーズしてルツェルンの町に至り
ます。

6  ゴルナーグラート山、標高 3,089m

ゴルナーグラートは紛れもなくスイス観光の必見スポットです。ラック式鉄道
に揺られながら、ツェルマット駅から標高 3,089メートル地点まで登ってい
きます。まるでポストカードから切り抜いたか
のような美しい景観の数々をご堪能ください。

7  ルツェルン－インターラーケン エクスプレス：ルツェルン～インターラーケン
中央スイス地方で乗車し、ゆったりと座席に腰かけて 2時間もすると、 
ユングフラウ地方に到着します。ルツェルン-インターラーケンエクスプレス
は、ターコイズ色の湖やいくつもの滝を車窓に
映しながら目的地へと進みます。

8  ユングフラウヨッホ、標高 3,454m

トップ・オブ・ヨーロッパの称号を誇る氷と雪が織りなすアルプスの大絶景。
不思議な力に溢れ、晴れた日にはどこまでも見渡せる絶
景が望めるエクスカーション先として人気です。インター
ラーケンからたった 1時間 30分で山頂に到着します。

9  リギ山、標高 1,797m

別名「山々の女王」と呼ばれるリギ山へは、登山列車やバス、湖船を利用
して簡単にアクセスできます。9つもの登山鉄道が、巨大な
山塊と120kmにも及ぶハイキングトレイルへと誘います。 
スイストラベルパス所持者はリギ山へのエクスカーションが
無料で利用できます。

10 ルツェルン湖でのボートクルーズ
伝統とモダンが融合する場所。歴史ある蒸気船から最先端技術を搭載し
たヨット、現代的なカタマランヨットまで、お好きな手段でルツェルン湖
をスタイリッシュに滑走しましょう。スイストラ
ベルパスの保有者は追加料金なしでご利用いた
だけます。

11 シルトホルン、標高 2,970m

ピッツ・グロリアは、雄大な風景を一望できる、世界初の山頂にある回転
レストランです。シルトホルン山頂では世界遺産にも登録 
されるアイガー、メンヒ、ユングフラウといった秀峰を含む、
アルプスの完璧なまでの大自然が目の前に広がります。

12 ティトリス、標高 3,020m

中央スイス地方で唯一観光可能な氷河であり、ヨーロッパ大陸で最高地
点にある吊り橋（クリフウォーク）から眺めるアルプスの絶景は
圧巻です。山頂までのアクセスとして、冒険心溢れる世界初の
回転する空中ケーブルカー「ティトリス・ロッテール」にご乗車
いただけます。
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