
台中市政府観光旅遊局　湯めぐりスタンプラリー　温泉観光パスポート認定審査書 
 

氏名  
英字氏名 
（旅券記載の

ローマ字どお

りに) 
 性別  

 

国民身

分証番

号 

　　　　　　　　　　　　

　　　 
 

　　（台湾籍の方のみ） 

生年月日  　　　年　　　月　　　日  

旅券　 
番号  国籍   

連絡先 

本籍 
□□□（郵便番号） 

メールア

ドレス 

現住所 

□同上 
電話番号 

自宅:（） 

携帯: 

緊急 
連絡先 

氏名  関係  
電話　 
番号 

自宅:（） 

携帯:  

言語 

□ 中国語  □ 台湾語 □ 客家語 

□ 日本語  □ 英語   □ 韓国語 

□ その他______________________ 

職業  
ベジタリア

ン（詳細を

記入） 

当イベ 
ント 
参加 
ホテル 
旅館 
温泉地 
一覧 

台湾中部：□泰安觀止溫泉會館  □湯之島虎山溫泉會館  □日出溫泉度假飯店  □谷關溫泉飯店 
□神木谷假期大飯店  □龍谷觀光大飯店  □統一谷關渡假村  □明治大飯店  □東勢林場溫泉會館  
□日光溫泉會館  □麒麟峰溫泉會館  □清新溫泉度假飯店  □帝綸溫泉渡假大飯店  □泰雅渡假村 
日本大分県：□和風旅館 津江の庄  □カントリーイン麓舎  □柚富の郷 彩岳館  □ゆふいん花由  　□旅の宿 
ぽっぽ庵 □草庵秋桜  □御宿 由布両築  □御宿 八遇來  □ゆふいん旅庵 和山豊  □おにやまホテル  　　　　
□べっぷ野上本館  
□ホテルニューツルタ  □美湯の宿 兩築別邸  □別府湾ロイヤルホテル  □ホテル別府パストラル  □べっぷ

好楽  □ホテル白菊 □ホテルサンバリ－  □ホテル サンバリーアネックス 
日本鳥取県三朝温泉：□花屋別館  □依山楼 岩崎  □湯快リゾート 斉木別館  □古き良き湯の宿 木屋旅館 
　□三朝館  □旅館大橋　□三朝温泉好楽旅館  □みささガーデンホテル□万翆楼  □清流荘  □桃園館 　　　
　 □三朝ロイヤルホテル 
日本岐阜県下呂温泉：□水明館  □望川館  □山形屋  □紗々羅  □ホテルくさかべアルメリヤ  
□吉泉館竹翠亭  □水鳳園  □睦館 
日本青森県・北海道：□津軽のお宿 南田温泉ホテルアップルランド □ホテルグランメール山海荘　　　 
□酸ヶ湯温泉旅館  □南部屋・海扇閣 □第一滝本館  □ホテルまほろば  □登別石水亭  □登別グランドホテル 
□登別万世閣 □名湯の宿 パークホテル雅亭  □望楼NOGUCHI登別  □ホテル湯本登別  　　　　　　　　□
登別温泉鄉 瀧乃家  □旅亭 花ゆら □滝本イン □御やど清水屋  □滝乃家別館 玉乃湯  □花鐘亭 はなや 
韓國大田広域市儒城：□ホテルアドリア  □KYUNGHA SPA HOTEL □HOTEL TECHNOVALLY  
□HOTEL Interciti  □HOTEL YOUSEONG　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 



観光地への感想 

台湾 

中部 

 

日本 

大分県 

 

日本 

鳥取県 

三朝 

温泉 



日本 

岐阜県 

下呂 

温泉 

日本 

青森県 

北海道 

 

韓国 

大田市 

儒城 

 

 
必要書類一覧 



□温泉観光パスポート原本（昨年度のもの） 

※既に台中市政府観光旅遊局に送付した方もチェックしてください。 

□国民身分証の両面コピー (台湾籍の方のみ) 。 

□旅券（パスポート）のコピー （表紙、顔写真および個人情報記載欄、直近に押印された　出

入国スタンプのページの３ヶ所） 

□6ヶ所の温泉地を訪問、観光したことを証明するもの 　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

（旅先での写真や目的地までの切符、お土産購入時のレシートなど）　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 

□「湯めぐりスタンプラリー」誓約書【別紙1】 

□「台中市観光旅行大使」同意書（任期1年）【別紙2】 

記入に関する注意事項 

1、 この申請書は正式書類として扱われますので、必ずご本人様が記入して下さい。申請書

の不備により不利益を被った場合に対する保証は致しかねます。 

2、 「緊急連絡先」は詳細に記入して下さい。当イベントの表彰に関する連絡，緊急時の連

絡先として使用いたします。 

3、 「言語」は母国語と日常生活水準の語学力を有する言語にチェックして下さい。 

4、 台湾籍の方は「国民身分証番号」を記入して下さい。外国籍の方は不要です。 

5、 外国籍の方は「連絡先」に必ず現住所または本籍、或いはその両方を記入　　　　　　

　　して下さい。 

6、 「ベジタリアン」の欄は、当イベントの表彰時に参考させていただく場合が　　　　　

ございます。 

7、 「当イベント参加ホテル、旅館、温泉地一覧」に温泉パスポートの各施設のスタンプが

押印された箇所に基づきチェックしてください。各温泉地最低1ヶ所、全体で少なくとも

10ヶ所以上の訪問が条件です。 

8、 「観光地への感想」には各温泉地での観光プランや温泉の雰囲気および特徴、周辺の観

光地などを記入してください。 



9、 「必要書類一覧」に不備がないか今一度お確かめ下さい。送付後に台中市政府観光旅遊

局で不備が確認された場合は、その旨をご連絡いたします。書類が提出されなかった場

合は参加資格を喪失しますのでご注意ください。 

10、記載内容が欄外に及ぶ場合は、本表から該当部分をコピーしてご使用ください。 

署名：                     　㊞ 

                                              2018年    月    日 

 
 

誓 約 書 

　私は、台中市政府観光旅遊局（以下、機構とする）主催「2017

台中温泉フェスティバル」の「湯めぐりスタンプラリー」に於い

て、期間内に私自身で六つの温泉地を周遊し、10個以上のスタンプ

を獲得し、他者との協同および第三者への権利の譲渡をすることな

く、自力による湯めぐりスタンプラリーの挑戦に相違ないことをこ

こに証明いたします。個人情報の記載事項および必要書類、その他

記載事項に関しても事実と相違ございません。 

　私は、当イベントに於ける諸規則を遵守いたします。なお、違反

行為が発覚した場合は、機構により参加資格を取り消させていただ

きます。受賞後に判明した場合は、奨励金は没収対象となり、これ



に付随する損失を負担していただくほか、一切の法的責任を負って

いただきます。 

 

 

 

氏名：                     　㊞ 

国民身分証番号またはパスポート番号： 

国籍： 

現住所： 

 

 
 
中   華   民   国   1 0 7 年    　　　　     月   　　　　　　      日 
 

同  意  書 

　私は、台中市政府観光旅遊局（以下、機構とする）主催「2017

台中温泉フェスティバル」の「湯めぐりスタンプラリー」に於い

て、機構により貴方の挑戦の成功およびその素晴らしい功績が認め



られた場合、「台中市観光旅行大使」の任を引き受け、1年の任期

の下で台中市の観光事業の発展に務めます。 

　それに際しまして、機構へ提供されました個人情報および旅行

記、写真等は、宣伝広報目的のみに第三者機関へ公開されることを

同意いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　なお、業務の報酬は当イベント達成時に得られる「台湾中部7日

間の旅ご招待（航空券含まず）」とさせて頂きます。その他の報酬

は一切受け取りません。 

 

 



氏名：                     ㊞ 

国民身分証番号またはパスポート番号： 

国籍： 

現住所： 

 

 
中   華   民   国   1 0 7 年 　　　　 　　 月  　 　　　      日 


