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旅の裏技やきっぷの豆知識が盛りだくさん！
60 歳以上のシニア世代に向けた、人気の「青春 18 きっぷ」のハウツー本

インプレスグループで鉄道・旅・歴史メディア事業を展開する株式会社天夢人（本社：
東京都千代田区、代表取締役社長：勝峰富雄）は、2020 年 6 月 30 日に、『旅鉄 HOW TO
007 60 歳からの青春 18 きっぷ入門』を刊行いたします。

ゆったり旅を楽しみたいシニア世代におすすめの「青春 18 きっぷ」入門書
ＪＲ全線乗り降り自由な「青春 18 きっぷ」を使った旅の知識やアドバイスを、鉄道ジ
ャーナリストの松本典久さんが実体験を交えてわかりやすくまとめた 1 冊。本文の文字を
大きくして読みやすくし、表や地図を数多く盛り込むことで鉄道旅ビギナーのシニア世代
にもわかりやすい誌面展開としました。さらに「青春 18 きっぷ」を使った鉄道旅行にお
いて重要な“座って乗車する裏技”、“車内トイレの有無”、“どこまで行ったらトクをするの
か？ 元取りマップ”など、知らないと損をする裏技を数多く紹介しています。今、シニア
世代に静かなブームとなっているこの「青春 18 きっぷ」を楽しめる知識が盛りだくさ
ん。これからの旅行計画に役立つ便利な 1 冊です。

●第 1 章【今さら聞けない「青春 18 きっぷ」のイロハ】

とことんわかりやすく丁寧に、きっぷの買い方やきっぷで乗車できる列車からきっぷの使
い方まで、きっぷの基礎知識を紹介。文字もシニア向けに、大きく読みやすくしていま
す。

●第 2 章【実践「青春 18 きっぷ」の旅心得】

旅に出るにあたり知っておきたい、損益分岐点や鉄道旅に欠かせない『時刻表』の使い方
を解説。例えば一日 2410 円の元が取れる「損益分岐点」のマップを見開きで大きく掲
載。札幌・東京・名古屋・大阪・高松・博多発のマップがあるので全国どこからでも旅の
計画ができます。

●第 3 章【もっと賢く「青春 18 きっぷ」を使おう】

より旅を快適にするためのきっぷ攻略法を紹介。普通列車の旅で一番心配な「トイレの有
無」も解説。また、東京発・名古屋発・大阪発の「限界到達点マップ」できっぷの限界に
挑みます。

●第 4 章【60 歳からの「青春 18 きっぷ」知恵袋】

グリーン車や指定席の活用法、スマホに入れておきたいお役立ちアプリ、シニアが気にな
る Q＆A など、知っておきたい豆知識を紹介します。
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