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〈全コース共通のご案内〉 ※必ずお読みください 
【旅行条件】 
■お申し込みは電話・ファックス・Eメールでお願い致します。受付後、お名前等の間違いを防ぐため当社所定の申込用紙にご記入をお願い致します。 
■企画・実施旅行会社に関わらず、各コース共に継続して募集しているコースとなります。お申し込み時点ですでに満席やキャンセル待ち等の場合もございますので、ご了承ください。 
　また、航空会社や現地施設の都合により催行中止となっている場合もございます。 
■旅行企画・実施会社が明示されている場合、当社は委託販売として申し込みの取り次ぎを行います。旅行条件は各企画・実施会社の定めるところによります。 
■手配する旅行により航空便、現地ホテル、ゴルフ場の手配回答が即答できない場合もございます。通常、ゴルフプレーのスタート時間の回答は出発の1週間前頃になります。 
【手数料】 
ご旅行を取消される場合は旅行代金に対して規定の取消料が必要となります。旅行内容や日程の変更、参加者交代の場合も取消料と同額の変更料が必要です。 
国内／出発日の20日前以降…20％、出発日の7日前以降…30％、出発日の前日…40％、旅行当日…50％、旅行開始後または無連絡不参加…100％ 
海外／ピーク時（12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31）の出発のみ出発日の40日前以降31日前まで…10％（上限100,000円）、出発日の30日前以降3日前まで…20％、 

旅行開始の前 日々以降旅行当日まで…50％、旅行開始後または無連絡不参加…100％ 
【個人情報の取扱いについて】 
お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、旅行手配のための手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。 
また、次の旅行の便宜のために一定期間一定の個人情報を保管致します。 

旅行代金のお支払いは当社窓口でのお支払い、金融機関からのお振込みの他、左記マークのある 
クレジットカードがご利用頂けます。旅行の種類によりお取り扱いできない場合もございます。 
詳しくはアジアクラブトラベルまでお尋ねください。 
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お問い合わせ・お申し込みは下記までお気軽に 

アジアクラブトラベル 
京都府知事登録旅行業 第２-４７３号 
（社）全国旅行業協会正会員 

FAX 075-344-8080
http://www.asiaclub.co.jp
travel@asiaclub.co.jpTEL（075）344-0050 受付時間：平日／9:00～18:00  土曜／9:00～15:00  日曜・祝日／休業 

株式 
会社 〒６００-８４１８ 京都市下京区烏丸通五条上る東側 メンバーズゴルフビル3階 

 
ホームページ 

Eメール 

!!

未掲載ツアー多数あり!!

■3名様以上でお申し込みください。（2日間とも平日プレーの場合2名申し込み可） 
■1名1室利用は上記旅行代金の2,500円増し 
　となります。 

1日目および2日目 

2日間2プレー 

金・日曜出発  

宿泊 

■3名様以上でお申し込みください。（大山アークCCにて平日プレーの場合2名申し込み可） 
■3名1室利用は上記旅行代金の1,000円増し、2名1室利用は2,500円増し、 
　1名1室利用の平日・休日は5,500円増し、 
　休前日は6,500円増しとなります。 

キャディフィー、カートフィー、ロッカーフィー、利用税、その他個人的費用は現地にてお支払いください。 ※記載の無い限り2名様で参加の場合、他のお客様と同伴となる場合がございます。 

大山 大山ロイヤルホテル 
 （和室または洋室〔1～4名1室〕バス・トイレ付） 

■出発日と旅行代金（4名1室利用／1泊2食付／おひとり様） 
出　発　日 土曜出発 月～木曜出発 

6/1～30、7/1～15 24,800円 28,800円 34,800円 

大山ゴルフクラブの平日は3,000円増し、土曜・休日は3,500円増しとなります。 

設定除外日：4/29～5/4出発 

マイカー利用 マイカー利用 マイカー利用 
STAY & GOLF
STAY & GOLF

7/19～31 26,800円 30,800円 36,800円 

ASIA CLUB TRAVEL

Best SelectionBest Selection

金曜出発  

宿泊 徳島市内 徳島グランヴィリオホテル 
 （洋室〔1・2名1室〕バス・トイレ付） 

■出発日と旅行代金（2名1室利用／1泊朝食付／おひとり様） 

下記ゴルフ場よりお選びください。（大山ゴルフクラブは追加代金要） 

下記ゴルフ場よりお選びください。（ゴルフ場により追加代金要） 

出　発　日 月～木曜出発 土曜出発 日曜出発 

6/1～30、 
7/1～16・19～31 18,800円 24,800円 30,800円 25,800円 

1日目および2日目 
徳島カントリー倶楽部 月の宮コース 

ま
た
は 

Ｊクラシックゴルフクラブの平日は1,000円増し、土曜・祝日は2,000円増し、日曜は1,500円
増しとなります。サンピアゴルフクラブの平日は2,000円増し、土曜・祝日は4,500円増し、日
曜は3,500円増しとなります。 
設定除外日：徳島カントリー倶楽部 月の宮コース、サンピアゴルフクラブにおける月曜（平日）プレー 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第８０３号 
ＪＴＢサン＆サン西日本 旅行企画・実施 

観光庁長官登録旅行業第８０３号 
ＪＴＢサン＆サン西日本 

大山アークカントリークラブ 大山ゴルフクラブ 
平
日 2名プレー 

ま
た
は 

平
日 2名プレー 

平
日 2名プレー 

Ｊクラシックゴルフクラブ 平
日 2名プレー 

サンピアゴルフクラブ 平
日 2名プレー 

 

宿泊 

■2名様以上でお申し込みください。 
■3・4Ｂのカートフィー、利用税を含みます。 

賢島 プライムリゾート賢島（洋室〔2名1室〕バス・トイレ付） 

1日目または2日目 

■出発日と旅行代金（2名1室利用／1泊2食付／おひとり様） 

近鉄賢島カンツリークラブ 

出　発　日 平日泊・ 
平日プレー 

休前日泊・ 
土曜・休日プレー 

ま
た
は 

6/1～30、7/1～15 29,000円 38,000円 

平日泊・ 
土曜・休日プレー 

休前日泊・ 
平日プレー 

34,500円 32,500円 

1プレー 

夕・朝食付 

夕・朝食付 

朝食付 

全
日 2名プレー 

1プレー 

金曜出発  

宿泊 
■2名様以上でお申し込みください。 
■2名1室利用は上記旅行代金の1,000円増しとなります。 
■3・4Ｂのカートフィー、利用税を含みます。（2Ｂはカートフィーおひとり様1,050円追加） 
■月～木曜プレーはクラブハウスでの昼食付！ 

的矢 伊勢志摩ロイヤルホテル（洋室〔2～4名1室〕バス・トイレ付） 

2日目 
■出発日と旅行代金（3・4名1室利用／1泊2食付／おひとり様） 

伊勢志摩カントリークラブ ロイヤルコース 

出　発　日 土曜出発 日～水曜出発 

6/1～29、7/1～15 18,500円 23,000円 24,000円 

設定除外日：毎週木曜出発（金曜プレー） 

夕・朝食付 

7/16・18～31 19,500円 24,000円 25,000円 

（1）贈与税の改正 

贈与税の税率構造の見直し 
改正後は、｢直系尊属からの贈与｣と｢一般の贈与｣とに
分けられ、適用される税率が異なったものとなります。 
この改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得
する財産に係る贈与税について適用されます。ただし、
平成23年1月1日から12月31日までの贈与により財
産を取得する場合、経過措置により、改正前の税率と改
正後の税率を比較し有利な方を選択し申告することが
可能となっています。 

（2）相続時精算課税制度の適用要件の見直し 
贈与者の年齢要件が「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げられ、受贈者に20歳以上の孫が追加されました。 
この改正は平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。 
 
震災の影響等もあり、原稿作成時点では未だこの税制改正法案は国会で審議中であり、可決されたものではないこと
をお断りしておきます。 
贈与税は、最高税率こそ高くなっているものの、一部の高額部分を除き、概ね減税方向の改正となっています。特に直
系尊属からの贈与については顕著となっています。相続税の申告が必要になりそうな方は、贈与税、相続時精算課税
制度などを上手に活用するなど、生前からの対策をご検討されてはいかがでしょうか。詳しくは、税理士にご相談され
ることをお勧め致します。 

このコーナーは、税理士、公認会計士によって構成される税
務実務家の研究グループが担当しています。このコーナーに
関するご質問は、下記の事務局までお願いいたします。 

  税理士・公認会計士　 香本　明彦・谷口　　貢 
  税理士 　植田　　順・堀口　裕弘・木戸　義人・森川　敏行・松井　克行 
　　　　　萩　　恒夫・萩原　政宏・岡本　弘之・今西　正二・徳山　智子 
　　　　　縄田　浩昭・中川　秀夫・埜崎　静子・新見　和也・古瀬英美子 

伏研会事務局 京都市伏見区桃山町養斉１９-１４  植田順税理士事務所内  TEL:075-604-3160  FAX:075-605-0185

平成２３年度税制改正（Ⅱ） 
贈与税の改正 

平成23年度税制改正において、贈与税についても大規模な改正が行われると 
聞きましたが、どのようなものか教えて下さい。 

税率 
（％） 

基礎控除後の課税価格 

200万円以下 10

控除額 
（万円） 

200万円超300万円以下 15

300万円超400万円以下 20

400万円超600万円以下 30

600万円超1,000万円以下 40

1,000万円超 50

― 

10

25

65

125

225

【改正前】（相法２１条の7） 

税率 
（％） 

基礎控除後の課税価格 

200万円以下 10

控除額 
（万円） 

― 

200万円超300万円以下 15 10
300万円超400万円以下 20 25
400万円超600万円以下 30 65
600万円超1,000万円以下 40 125
1,000万円超1,500万円以下 45 175
1,500万円超3,000万円以下 50 250
3,000万円超 55 400

【改正後】一般の贈与（相法２１条の7） 

200万円以下 10 ― 

200万円超400万円以下 15 10
400万円超600万円以下 20 30
600万円超1,000万円以下 30 90
1,000万円超1,500万円以下 40 190
1,500万円超3,000万円以下 45 265
3,000万円超4,500万円以下 50 415
4,500万円超 55 640

税率 
（％） 

基礎控除後の課税価格 控除額 
（万円） 

【改正後】直系尊属からの贈与（措法７０条の2の3） 

それでは、贈与税改正案の主なものについて触れていきたいと思います。 
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