
ホームページ随時更新中 !!

〈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 
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未掲載ツアー多数あり!!

金曜出発 出　発　日 土曜出発 日～木曜出発 

■3名様以上でお申込みください。 
　（日本海および加賀コース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2,000円増し、2名1室利用は5,000円増しとなります。 
■白山コースはコース使用料5,000円を現地にてお支払いください。 

1プレー 

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。 

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

ASIA CLUB TRAVEL

Best SelectionBest Selection

宿泊 山代温泉 加賀屋宝生亭 
 （和室〔2～6名1室〕バス・トイレ付またはトイレ付） 

下記コースよりお選びください。（白山コースは追加代金が必要です） 

白山コース 日本海コース 平
日 2名プレー 

加賀コース 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。 
■華陽棟客室利用は上記旅行代金の2,100円増しとなります。 

賢島宝生苑（和室〔2～4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（2～4名1室・燦陽棟客室利用／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 

7/31まで 25,000円 33,000円 

平日泊・ 
土曜・休日プレー 

31,000円 

1プレー 

夕・朝食付 

夕・朝食付 

 

宿泊 

■2名様以上でお申し込みください。 
■1名1室利用は上記旅行代金の5,000円増しとなります。 

せとうち児島ホテル（洋室〔1～2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） 

東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ 

出　発　日 平日泊・ 
平日プレー 

平日泊・ 
土曜・休日プレー 

休前日泊・ 
土曜・休日プレー 

通年（特定日を除く） 20,600円 27,700円 24,600円 

1プレー 

全
日 2名プレー 

夕・朝食付 

全
日 2名プレー 

全
日 2名プレー 

全
日 2名プレー 

1日目 竜王ゴルフコース 

2日目 

2日目 

瀬田ゴルフコース（北および東コースは追加代金〈全日1,000円〉が必要です） 

北コース 東コース 

金曜出発  

宿泊 

西コース 

■2名様以上でお申し込みください。 
■3名1室利用は1,500円増し、2名1室利用の平日・休日は4,000円増し、休前日は5,000円増し、 
　１名１室利用の平日・休日は9,500円増し、 
　休前日は10,000円増しとなります。 

大津プリンスホテル（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泊朝食付／おひとり様） 
出　発　日 月～木曜出発 土曜出発 日曜出発 

8/1～7・15～31 18,300円 25,800円 35,800円 25,300円 

ま
た
は 

特定日：8/9・10出発は25,300円、9/19出発は24,800円、9/30出発は27,800円 
設定除外日：8/8・11～14出発 

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 

9/1～16・20・21・25～29 18,800円 27,300円 36,300円 24,800円 
9/17・18・22～24 28,300円 42,300円 42,300円 38,300円 

朝食付 

7月末までの 
期間限定！ 

追加代金にて瀬田ゴルフ 
コース2プレーも可能です 

★特典★ 
おひとり様に付「グラスビール」ま
たは「ソフトドリンク」1杯サービス！ 
8名様以上のグループに夕食時の
カラオケサービス！ 
（宴会場をご用意できた場合のみ） 

特定日：9/18出発は29,100円、9/22出発は27,000円 

 ■出発日と旅行代金（4～6名1室利用／1泊2食付／おひとり様） 

7/20～31、8/1～12・17～31 21,700円 27,600円 26,500円 
8/13～16 23,700円 29,600円 28,500円 
9/1～17・19～21・23～30 22,200円 29,100円 27,000円 

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

ＦＸ（外国為替証拠金取引）の 
税金Ｑ＆Ａ 

会社で年末調整してもらっているサラリ
ーマンですが確定申告は必要ですか？ 

ＦＸで得た利益は「雑所得」に入ります。雑
所得は20万円以内であれば申告の義務はあ
りません。 
※ＦＸで得た利益とは、1年間で決済注文が成
立して、決済損益が確定した所得です。 

ＦＸの申告の際に認められる必要経費は
何ですか？ 

売買手数料・振込手数料・パソコン購入代・
書籍・セミナー代金など収入を得るためにか
かった支出です。ＦＸの場合、勉強・情報収集
のための書籍・セミナー代金は必要経費ですが、
パソコン・インターネットの代金などは、ＦＸの
ためにかかった分を按分して必要経費として
下さい。もちろん領収書などは7年間の保管
義務があります。 

複数の会社で行っているＦＸの損益は通
算できますか？ 

ＦＸで出た損益は「雑所得」に分類されます。
「雑所得」のなかでの損益は通算するので他
社のＦＸの損益はもちろん、「雑所得」に分類
される他の所得、外貨預金の為替差益や原稿
料などと通算できます。 
ただし、同じＦＸでも「くりっく３６５」との通算
はできません。「くりっく３６５」は「先物取引に
かかる雑所得」となり、申告分離課税で一律
20％の税率（所得税15％・住民税5％）です。 

ＦＸの所得は事業所得として計上できま
すか？ 

ＦＸの所得は通常、雑所得であると思います。 
しかし、「ＦＸの取引を事業として営んでい
る（営利性・継続性・事業としての社会的客観
性がある）」と認められる場合は、事業所得と
して申告できます。事業所得であれば複式簿
記のルールに基づいた帳簿を作成していれば、
青色申告特別控除65万円の控除が受けられ、
また損失の翌年以降3年にわたって繰り越し
ができます。 
※ＦＸの取引を事業として営んでいて多額の
利益が出ている場合には、法人を設立する
ことによる節税効果も考えられます。ただし、
デメリット・不安材料もありますのでくれぐれ
も慎重にして下さい。 

FX（Foreign eXchange）＝外国為替証拠金取引 
証拠金を証券会社などに預託して、異なる2国間の外国通貨を交換する外国為替（売買）取引を
することで、外国為替市場における為替レートの変動を利用して利益をあげる取引のこと。 

ＦＸとは… 
 

F
X

？ 確定申告 

必要経費 

損益 

事業所得 
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