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PALETTE CAMP
FUKUSHIMA
SEASON 2
Travel Brochure | 旅行の手引き

実施日 2022年

05月07日-08日
土

旅行代金

日

15,000円 (税込)

主催/企画/運営

現地経費（バス、宿泊費、初日夕食代、2日目朝食代、体験料等）含む。
集合・解散場所までの往復交通費は含まない。

募集人数

25名

(最少催行人数 16名)
事前申込フォームの内容により選考させていただく場合がございます。

利用予定ホテル

福島いこいの村なみえ

＠palettecamp_official
PaletteCamp インスタグラム

(浪江町)

主催：
(一社)双葉郡地域観光研究協会 学生チーム'ルリヲ'
企画：
同上
旅行実施：(株)みちのりトラベル東北
岩手県盛岡市厨川 1-17-18
観光庁長官登録旅行業第2012号 (社)全国旅行業協会会員
総合旅行業務取扱管理者 相馬高広

コテージ相部屋利用(３〜５名定員、バストイレ付)になります。
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パレットキャンプとは
ABOUT US, PALETTECAMP

「福島」と聞いてあなたは何を思い浮かべます
か？震災？原発？
そうですね、それも事実です。しかしみなさん！
福島は日本で三番目に大きな県。地域によって特
徴も多種多様。楽しいアクティビティに、個性豊
かな起業家、最先端技術に歴史的建造物、優しい
地域の人々...魅力はいくらでもあるんです。
パレットキャンプでは、一時は帰還困難区域にな
りながらも、新たな道を見出し、再び輝き始めた
双葉郡地域の現状を、ツアー内の様々なイベント
を通じて知ってもらいながらも、本地域での旅行
を楽しんでもらうことを目的とする若者向けツア
ーです！本年度で晴れて二期目を迎えます！

本ツアー企画者は大学生。学生ならではの若者視
点でツアーをご提供。豪華景品付きのビンゴゲー
ム、早朝ヨガやタウンマップ制作を通じて参加者
全員が楽しめる、笑える旅行です！
思い出作りに参加するのもOK。人脈広げや出会い
の場にも。そしてもちろん、これからの本地域の
ために力になってくれる人がいたら大変嬉しく思
います。
とにかく行って絶対後悔しないツアーです！
友達誘って寄っといで！！
ちなみにヨガは本場インドからやってきた留学生
がインストラクターです♪
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旅程 | ITINERARY
[ １日目 ] 食事：朝× 昼× 夜○
11:30 JR常磐線浪江駅集合
↓
12:00 アイスブレイク・浪江観光
↓「道の駅なみえ」にて昼食
15:00 浪江の方とお話会
↓
16:00 浪江町歩き（ビンゴに向けて情報集め！）
↓
18:00 夕食のちビンゴ大会！！！
↓
コテージで宿泊！大浴場あり！

[ ２日目 ] 食事：朝○ 昼× 夜×
05:30 早朝ヨガ←早起き頑張りましょう
↓
09:33〜09:37 JR常磐線にて移動
↓浪江駅→双葉駅
09:40 双葉タウンツアー
↓
11:20〜11:25 コミュニティバスにて移動
↓双葉駅前→F-BICC
↓「双葉町産業交流センター」にて昼食
12:30 みんなでマップ制作！
↓
14:00 写真撮影の後、解散

※注意事項
・昼食は初日２日目とも自費になります。１日目の夕食と２日目の朝食はツアー代金に含まれています。
・記載の電車の時間は常磐線特急ひたちを利用した場合の参考時刻です。ツアー開始時刻に間に合うようお越しください。
・当日添乗員は同行いたしませんが、現地スタッフが同行致します。

ツアーコンテンツ紹介

・朝ヨガ
ホテル付属の芝生の広場を貸し切り使用！イン
ストラクターは本場インドからやってきた留学
生2人が務めます。爽やかな朝日を浴びながら心
と体をリフレッシュ！
・クエストビンゴゲーム
パレットキャンプ発案の他にはない（であろ
う）ビンゴゲーム。日中町歩きで集めた情報を
元にビンゴを行います。どれだけ多くの情報を
集められるかが景品獲得への近道！一等はなん
とあの人気ゲーム本体です...!
・いこいの村なみえ（ホテル）
宿泊はウッド調のコテージ。ホテルには大浴場
も。お風呂にゆっくりつかって疲れを癒すのも
よし、コテージで友達と遊ぶもよし。
・道の駅なみえ
浪江町及び双葉郡の魅力の詰まった道の駅。ツ
アー初めのアイスブレイクはここで行います。
建物内には特産品の陶器や地酒がずらり。体験
コーナーもあります。おいしいお食事処も多
数。お土産もここで忘れずに！

・双葉タウンツアー
1時間ほどで双葉町をぐるっと回ります。ガイド付
きで、日本語英語完全対応。双葉の歴史・文化、
そして震災についてお話を聞き、自らの目で見る
ことができます。有意義な時間になること間違い
なし！
・オンラインコミュニティ
ツアーに参加してくださった皆さんは"Slack"とい
うアプリを用いたオンライングループに参加する
ことができます。これにより、また遊びに来たい
方、なにかアイデアを思い付いた方、何でも気軽
に連絡できちゃいます！既に第一期のメンバーが
待っていますよ！

（個人情報等は公開されず、匿名でも参加可能なアプリですのでご安心
ください。詳しく知りたい方は5ページよくある質問のQ3参照）

・双葉タウンマップ制作
双葉町で見つけたもの、あったらいいなと思うも
の、自分のビジネスアイデア... 思いついたもの
を大きな画用紙にガンガン書き込んで。みんなで
未来の双葉町も地図を創っちゃいましょう！
その他諸々書ききれません！これはもう来るしか
ない！（地元の方とのお話、お土産ショップetc）
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メンバー紹介 | OUR TEAM
ツアースタッフをご紹介します！当日は気軽に話しかけて下さいね！

山根 辰洋
•・双葉町復興支援員として秘書広報課参画を機に福島県に移住。 ・支援員として
3年間従事後は、大熊町・双葉町の復興支援員事業責任者となる。総額1億円規
模、最大11名の支援員をマネジメントし、労務・総務・企画・進捗管理等、一連の業
務を担当。 ・2019年5月に独立。同年11月に一般社団法人双葉郡地域研究協会
設立。 ・本事業においては、プロジェクト経営に関わる責任者として従事。
とにかく優しい。

小林 雅幸 (マサ)
•・東北大学工学部機械知能・航空工学科在学。・日本語と英語のバイリンガ
ル。・本ツアー「パレットキャンプ」の発案者であり、21年度、福島イノベーション・コ
ースト 構想機構の公募型事業に採択され、同事業を運営。ツアーデザイン・運営・
通訳など全般を担当。本ツアーのロゴ・ポスター・『旅行の手引き』制作も行う。
頭は柔らかいが体は固い。（ヨガスキル皆無）

Trishit Banerjee (トリ)
•・東北大学理学研究科多元物質科学研究所所属。・日本初の学生英語新聞を立
ち上げ。世界で8000人以上の読者保有。・2019年に行われた全国学生英語プレゼ
ンテーションコンテストにおいては文部科学大臣賞（最優秀賞）を受賞。・日英及び
その他３か国語対応可。・本事業ではツアー準備及び運営・報道陣などへのアプロ
ーチ及び対応・通訳・ヨガインストラクターを担当。この貫禄で実はまだ23歳。

Swastika Harsh Jajoo (スワ)
東北大学文学研究科日本文化研究所所属。文章作成能力に長ける。2020年に行
われたInternational Glass House Poetry Festival(国際的な詩文のコンテス
ト)において準優勝。・英語日本語ヒンディー語対応可。・本事業においてはツアー
準備及び運営・通訳・ヨガインストラクターを担当。
とっても陽気でおちゃめ。

及川 裕喜
•・浪江町居住のクリエイター。・高い制作技術に加え、地元の知識も豊富。・インス
タグラムアカウント"@fukushima_seaside"を運営。・本事業においては、写真/動画
記録を担当。相変わらずお肌がとってもきれい！
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FAQ |
よくある質問
Q1.

交通費はどこまで支給される？

Q2.

コロナ対策はどのようにしている？

集合場所から解散場所までの交通費はツアー代金に含まれます。集合場所前まで及び解
散後の交通費は含まれません。
新型コロナウイルス対応としての政府及び全国旅行業協会のガイドラインに沿い、ソー
シャルディスタンスなどの感染予防対策を講じた上で弊社企画ツアーを実施することと
しております。つきましては、ご参加の皆様にも感染症対策として、いくつかご協力を
お願いしております。詳しくは６ページ「旅行規約」をご覧ください。

Q3.

なぜ選考があるの？

本ツアーは双葉郡地域の関係人口・交流人口の拡大、及びまちづくり参画を目的の一つ
にしています。そのため、オンラインコミュニティへの参加や、有効な情報の受け取り
にご了承いただける方を参加要件とさせていただきます。また、本地域の魅力を発見し
たいというモチベーションのある方、ツアー後も積極的にコミュニティに参加していた
だける方、ツアーをきっかけに本地域により深くかかわりたい方等を特に歓迎していま
す！但し前述以外の動機では当選しないというわけではありませんし、堅苦しいもので
はないので興味本位でもぜひお気軽にお申込みください！
Q4.

オンラインコミュニティとは？

メッセージングアプリ "Slack" を用いて作るオンライングループのことです。簡単に
言うとLINEのグループのようなもの。但し、個人情報などはグループメンバーに公開さ
れませんのでご安心を。グループはこちらからツアー時に撮った写真やレポートを共有
したり、参加者同士がお話をしたりするために使います。登録によって「オンライン双
葉町」の町民になれるとお考え下さい！Slackについて詳しくはこちら。
Q5.

宿泊場所は？

宿泊場所は浪江町内の『いこいの村なみえ』のコテージになります。本ツアーの名前が
「キャンプ」なのでややこしいかもですが、宿泊はテントではありませんのでご了承を！
Q6.

ビンゴの景品は？

1等から4等までをご用意しております。内容は当日のお楽しみですので多くは語れません
が、1等は某人気ゲーム本体、その外にも人気生活用品店の商品などを用意しております。
5

旅行規約

事前に必ずお読みください。

1.募集型企画旅行契約
この旅行は(株)みちのりトラベル東北(以下「当社」という)が企画・募
集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。又、契約の内容・条
件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条
件のほか、下記条件、及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の
部)」によります。
2.旅行の申し込み
申込フォーム(Googleフォーム)に所定の事項を記入のうえ、お申し込
みいただきます。選考通知が届き、当選となった場合は、当選通知メ
ールに記載の所定の方法にて、お一人様につき下記の申込金をお支払
いいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞ
れの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別
な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出くださ
い。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
お申込金(お一人様)
旅行代金(お申込金) 15,000円(15,000円)
3.契約の成立と契約書面の交付
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を
受領したときに成立するものとします。
(2)通信契約は前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する
旨の通知を発したとき成立するものとします。ただし、契約締結を承
諾する旨をe-mail等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通
知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(3)当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条
件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」とい
います)をお渡しいたします。(当パンフレットはこのご旅行条件書に
おいて、契約書面の一部といたします)
当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約
書面に記載いたします。
4.通信契約
当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携
するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード
会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員」の署名
なくしての旅行代金等のお支払いを受けることを条件に「電話、郵
便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による」申し込
みを受ける場合があります。(受託旅行業者により当該取扱が出来ない
場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により
異なります。)
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の5日前までにお支払い下さい。
旅行代金に含まれるもの
○旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノ
ミークラス)、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。
○添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必
要な心付を含みます。
上記の諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻し
いたしません。
(行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません)
6.お客様からの旅行契約の解除(旅行開始前)
お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いただ
いて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受して
いる旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻し
いたします。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を
申し受けます。
(なお、表でいう取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された
「委託営業所」〔以下「当社」といいます。〕のそれぞれの営業日、
営業時間内に取消する旨をお申し出いただいた時を基準とします。)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
1. 21日前にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)・無料
2. 20日前(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除(3〜6除
く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20%
3. 7日前にあたる日以降の解除(4〜6除く)・・・・旅行代金の30%
4. 旅行開始日の前日の解除・・・・・・・・・・旅行代金の40%
5. 当日の解除(6を除く)・・・・・・・・・・・・旅行代金の50%
6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加・・・・・旅行代金の100%
7.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は
損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その
他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、
記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、
又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
8.特別補償
当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の
特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然
な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害
について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
9.基準期日
この旅行条件は、令和4年3月29日現在を基準としています。また、旅行代
金は令和4年3月29日現在の有効な運賃・規則を基準としています。
10.選考理由とその基準
本ツアーは双葉郡地域の関係人口・交流人口の拡大、及びまちづくり参画
を目的とするものです。そのため、オンラインコミュニティへの参加や、
有効な情報の受け取りにご了承いただける方を参加要件とさせていただき
ます。また、ツアー後も積極的にコミュニティに参加していただける方、
ツアーをきっかけに本地域により深くかかわりたい方を特に歓迎します
（前述以外の動機では当選しないというわけではございませんのでご了承
ください）。
◻️新型コロナ対策について
新型コロナウイルス対応としての政府及び全国旅行業協会のガイドライ
ンに沿い、ソーシャルディスタンスなどの感染予防対策を講じた上で弊社
企画ツアーを実施することとしております。つきましては、ご参加の皆様
にも感染症対策として、下記の点にご協力をお願い申し上げます。①ツア
ー中はマスクの着用にご協力お願い致します。②ツアー当日に息苦しさや
強いだるさ、発熱のいずれかの症状がある場合、参加をご遠慮ください。
なお、当日は集合時に検温をさせて頂き、37.5度以上の場合にはツアー参
加をご遠慮願う場合がございます。③また、ツアー中に体調不良感じた場
合、現地スタッフへお知らせ下さい。④車内での飲食はご遠慮願います
（最低限の水分補給程度でお願い致します）。また、ツアーにおける感染
症対策として、弊社では下記を実施致します。
〇ソーシャルディスタンス〇スタッフ対策：現地スタッフはマスクを着用
します。スタッフは業務開始前はもとより業務中も適宜手洗い・うがいを
行います。ツアー前に必ず健康状態の確認を実施し、健康上支障のおそれ
のあるスタッフに対しては出勤を見合わせます。〇消毒：ツアー中はスタ
ッフが手指用の消毒スプレーを持参し、スタッフやお客様が適宜消毒でき
る体制を整えます。
◻️個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際にお申込書にご記入いただいたお客様の個人情報
(氏名・住所・電話番号など)について、お客様との連絡、お申込いただい
たご旅行における運送・宿泊機関等の提供するサービス手配の為の手続き
に必要な範囲内で利用させていただきます。
◻️国内旅行保険への加入について
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難に備
えて、国内旅行傷害保険にご加入されることをお勧めします。詳しい旅行
保険の内容については最終案内書送付時にご案内させていただきます(お
申し込みは任意となります)。
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ツアー申込の方は、旅行条件をご確認の上、パレットキ
ャンプホームページの申込フォームボタン、右のQRコー
ドまたは下記URLからアクセスいただき、必要事項を記
載してください。
URL: https://forms.gle/fXknSdepCq2qJhmY7

4/26

4/27

4/28

応募フォーム

4/29

5/7-8

全体の形は木をイメージ。幹は人、色とりどりの葉は様々なアイデアを表しています。
多様な背景を持つ人たちが、集まり、刺激し合い、反応する。出たアイデアが種とな
り、実となって、また新しい木を生んでゆく。そんな気持ちを込めました。
再出発するこの地域。皆さんの色でカラフルな街に。未来を描くキャンプです。

＠palettecamp_official
PaletteCamp インスタグラム
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