
「2020情定阿里山－神木下婚礼」活動申し込み紹介 
 

一、趣旨：交通部観光局はロマン台湾の旅を推進しており、「阿里山神木下婚

礼」を「台湾観光カレンダー」の重要行事の一つに納入して、世界レベル

のロマンチック旅行活動に向かってまい進するため、海外の新郎新婦のた

めに婚礼やハネムーン、結婚記念撮影を執り行うイベントを作りました。

2007年から開催を始め今年 14年目になります。これまでに 218組の新郎

新婦を見届けてきていて、みながよく知っている幸福とロマンの代名詞で

もあります。新郎新婦のために唯一無二の特色ある婚礼体験を作り出し、

神木のように千年も変わらない愛を誓い合うことは、決して見逃すことが

できません。 

二、担当機関： 

  (一)指導機関：交通部観光局 

  (二)主催機関：交通部観光局阿里山国家風景区管理処 

  (三)共催機関：嘉義県政府、行政院農業委員会林務局嘉義林区管理処、行

政院農業員会林務局阿里山林業鉄道及び文化資産管理処 

  (四)請負機関：宇程創意整合有限公司 

三、活動地点：阿里山森林遊楽区内－香林神木平台 

四、活動期日：2020年 10月 24日(土曜日)～10月 25日(日曜日) 

五、申込期間：2020年 6月 12日より 6月 19日まで、新人の資料審査に基づ

いて正規予備定員を選びます。 

六、申込カップル数：国内新人 10組、予備 2組。海外新人 5組、予備 1組 

七、申込方法：伊貝特報名網 http://bao-ming.com/ Divine Tree Wedding       

       (一律にネットでの申込を採用します) 

八、申込費用：各組新人 9999元(愛情長長 9999プラン) 

 

 

 

 

 

九、選抜標準： 

比較評定項目 採点標準 説明 

新

人

の

身

分 

金婚(50年) 

に符合する夫妻 
6 

最高で 6点

まで 

一、金婚銀婚に符合する夫妻は、関

連証明を提供しなければなり

ません。 

二、結婚式を今年に決めた新人は、

喜帖(結婚披露宴招待状)等関

連証明を提供します。 

銀婚(25年) 

に符合する夫妻 
5 

結婚式を今年に決めた新人 4 

結婚 6か月の新人 3 

結婚 1年以内内の新人 2 

http://bao-ming.com/


加点項目 最多で 5点 

一、両人の相思相愛物語(詳細は新

人愛の物語表) 

二、阿里山との淵源(生まれる、仕 

    事、面白いストーリーも含まれ 

    る) 

三、かつて参加した管理処の活動

(例：玫好七夕、瑞峰 1314景観

台愛を大声で叫ぶ、日の出音楽

会、フォーシーズンズお茶の宴

等) 

四、資料の完全性 

十、返金方法： 

  採用され費用を支払った後、活動 1か月前に特殊な原因(家庭災難、緊急

重大手術)が発生して参加できない時、活動日前(活動日を含まない)に告知し

証明を提出した場合に全額返金します(i-bon手続き費と送金手続き費を含ま

ない)。交通部観光局観業字第 1050922838号修正発布国内旅行定型化契約に従

って処理し、採用されて費用を支払い且つ当日活動に出席せず事前に告知しな

い場合、旅行費用の 100％を賠償、旅行開始 1日前に契約を解除した場合、旅

行費用の 50％を賠償、旅行費用開始 2 日から 20 日前に契約を解除した場合、

旅行費用の 30％を賠償します。仮に旅行開始 1日前が定例休日或いは国定祝

祭日の場合、その前の最終勤務日を旅行開始 1日前として、以後類推します。

全ての活動は勝手に他人に代理させて参加できません。以上の返金は別途振り

込み費用 30元を徴収します。 

十一、活動連絡窓口： 

(一)阿里山国家風景区管理処 ウェブサイト www.aki-nsa.net 

(二)FBで阿里山新印象を検索 

(三)申込チーム：宇程創意整合有限公司－神木下婚礼活動チーム

0928-336-680 

活動主要連絡人 許雅恵 0932-817-073 

(四)Eメール：yucheng99424@gmail.com 

十二、注意事項： 

 (一)活動に参加する新人が提供した文章、ビデオ、プレゼン、音楽、或いは

写真等の資料は全て版権の合法使用を主催機関(交通部観光局阿里山国

家風景区管理処)に授権して無償使用に同意しなければならず、使用時

は別途通知せず報酬も支払いません。 

(二)新人の宿泊は主催機関が統一手配します。部屋のタイプや階層の指定

或いは変更はできません。 

(三)以上の活動内容は主催機関が関連内容の変更或いは解釈の権利を有し

ています。関連変更或いは解釈の情報は随時活動申し込みサイトで公告

します。 

(四)表へは正確に間違いないように記入して下さい。不実があった場合、関

連する法律責任を負わなければなりません。 

(五)本活動への参加で婚姻の法律効力はありません。結婚は現行民法の結婚

事実要件に符合しなければならず、戸籍行政事務所で結婚登録を手続き

http://www.aki-nsa.net/


した後に効力が発生します。 

  



神木下婚礼～活動申込費用(各組新人 9999元) 

プラン 愛情長長 9999プラン 

プロジェクトは以下のサービスを計画しています 

プロジェクトの特色 洋装、ウェディングドレス、結婚指輪を含まない 

プロジェクト特別享受 新郎ブローチ、新婦リストコサージュとブーケ 

結婚記念撮影 
SJ Wedding鯊魚婚紗婚撮グループ 

上製結婚アルバム 1冊と電子ファイル 20枚 

婚礼装飾計画 天使夢工場婚礼創意婚礼グループ 

婚礼動態撮影 菲林影像拍撮グループ 

申込人数 

各回総申込新人組数は 15組 

国内新人 10組、海外新人 5組 

海外新人組のうちの一方が外国パスポートを所有しているこ

と 

保険 

旅行平安保険：契約履行標的に従い計画通り活動体験に参加す

る場合、体験活動期間に 300万元の旅行平安保険に加入(医療

保険 30万元を含む) 

新郎新婦の費用 9999元は、プロジェクト以外に以下のサービスがあります 

1024イベント計画 旭隆製茶工場－囍韻団茶体験 

カップル宿泊 阿里山賓館ダブルルーム 

新秘計画 DORIS彩妝造型学院－化粧と髪型(1髪型) 

家族の食事 各組新人は家族 2名を招待して結婚披露宴に参加可能 

家族送迎サービス 10月 25日阿里山森林裏区区入り口から香柱神木会場まで送迎 

提供プレゼント 
5000元相当の結婚祝賀プレゼント、特製結婚証書、上製本ウ

ェディングドレスアルバム 1冊、記念フラッシュメモリ 

 

 

 



神木下婚礼～新人メイン活動 

10月 24日 

時間 スケジュール 

08：30‐09：00 08：30高速鉄道嘉義駅、09：00台湾鉄道嘉義駅 

10：10‐11：20 旭隆製茶工場－囍韻団茶体験(新人土産) 

11：30‐12：30 山芙蓉レストラン－恋人セット料理を味わう 

12：40‐13：00 優遊バス－鄒族文化パークガイド 

13：00‐13：20 鄒族の衣装に着替え 

13：20‐13：50 愛玉新井 DIY体験 

14：00‐14：45 鄒族の婚礼体験＆記念撮影 

14：45‐15：40 愛玉を味わう＆自由撮影 

15：50‐17：20 阿里山森林遊楽区へ＆チェックイン 

17：30‐19：30 夕食：阿里山現代館 1F麗景庁 バイキング 

20：00‐22：00 阿里山現代館会議室 婚礼前説明会、踊り練習 

22：00～ 休息 おやすみなさい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神木下婚礼～新人メイン活動 

10月 25日 神木下婚礼メイン活動の流れ 

時間 地点/スケジュール 



05：30‐08：30 化粧、阿里山賓館内記念撮影スケジュール 

08：30‐09：30 司会者、パフォーマンス団体リハーサル 

09：30‐10：00 新人リハーサル 

10：00－10：30 長官、貴賓着席 

10：30‐10：35 司会者挨拶‐活動全体の流れや内容を紹介 

10：35‐10：45 鄒族の踊り 

10：45‐11：00 国内外新人入場 

11：00‐11：15 長官貴賓が祝福 

11：15‐11：20 長官が愛情証書に署名 

11：20‐11：40 処長のリードで愛情の誓い読み上げ－結婚証書贈呈 

11：40‐11：50 愛のしるし交換＆愛情証人＆深愛のハグキス 

11：50‐12：00 森情円舞曲 

12：00‐ 全体記念撮影＆婚礼終了 

12：20‐14：00 阿里山現代館 3F宴会庁で祝宴 

14：30‐17：30 特色ウェディングドレス撮影 

17：30‐18：00 カップル着替え 

18：00‐19：30 台湾鉄道高速鉄道駅へ楽しい我が家へ 



活動誓約書(申込時、オンラインで活動同意書に署名します) 

1.活動に参加する新人が提供した文章、ビデオ、プレゼン、音楽、写真等の資料は全て

版権の合法使用を主催機関(交通部観光局阿里山国家風景区管理処)に授権して

無償使用に同意しなければならず、使用時は別途通知せず報酬も支払いません。 

2.新人の宿泊は主催機関が統一手配します。部屋のタイプや階層の指定或いは変更は

できません。 

3.以上の活動内容は主催機関が関連内容の変更或いは解釈の権利を有しています。

関連変更或いは会尾尺の情報は随時活動申し込みサイトで公告します。 

4.表へは正確に間違いないように記入して下さい。不実があった場合、関連する法律責

任を負わなければなりません。 

5.本活動への参加で婚姻の法律効力はありません。結婚は現行民法の結婚事実要件

に符合しなければならず、戸籍行政事務所で結婚登録を手続きした後に効力が発生

します。 

 

私は活動の紹介をすでによく読んで理解し、活動の趣旨と計画した関連事項に全力で

協力します。 

男性側：       女性側：      誓約署名 

 

「2020 情定阿里山－神木下婚礼」‐新人愛の物語 



1. お二人の甘い思い出や愛の物語を(下の表に)書いてください。婚礼活動及び当日新人が

入場する時に使用します。例えば：何年愛を育んできたか、知り合ったいきさつ、記念になり

人や物、出来事或いは記念日など。 

2. 私たちは愛の物語をメディアの記者のインタビュー及び報道使用に提供します。同意される

場合は、お二人で署名(捺印)してください。 

 

                    署名(捺印)         

                    署名(捺印)         

氏名  あだ名  職業  

氏名  あだ名  職業  

交際(或いは知り合って)何

年： 

 

知り合ったいきさつ： (1 行で説明します) 

愛の物語： 

(文体は問いません、文字数 200 字以内) 

 


