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タイシニアプロゴルフツアー
ZEN GOLFER’S FACTORY

ゴルフ大国「タイ」で
日本人スタッフ完全サポートのもと

シニアプロの夢をかなえる！
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基本情報：タイ王国 首都：バンコク
気候：熱帯気候。年間平均気温は約29℃。

－季節は乾期（11月～2月）、暑期（3月～5月）、雨期（6月～10月）
時差：マイナス2時間
公用語：タイ語
通貨：バーツ（BAHT）、補助通貨サタン（1バーツ＝100サタン）
日本からの飛行時間：約6時間

バンコク
近代的な高層ビルが立ち並び、巨大なショッピングモール、
ワールドクラスのラグジュアリーホテルが点在する国際都市です。
車で30分ほどで寺院、水上マーケットにいくことができます。
日本食のレストランも多くあります。

ゴルフ IN タイ
タイ国内にはバンコクの近郊を中心として約270ヵ所以上のゴルフコースがあります。
一年を通して温暖な気候良好なコンディションでプレーをすることが可能で、
特に日本が寒くなる11月から2月はタイの乾期に当たり暖かく、雨も降りにくい環境でゴルフができます。
近年はビックトーナメントの開催地としても注目されており、ヨーロピアンツアーやアジアンツアーでプロが
奮闘したコースでプレーをすることもでき、ますますゴルフINタイの需要が高まっています。



WHY タイゴル？
なぜタイに出向いてゴルフを楽しむべきなのでしょうか？
タイゴルフの魅力をまとめました♪

絶好のゴルフコンディション

常夏のタイでは1年中ゴルフを楽しむ
ことが出来ます。
綺麗に整備されたゴルフ場が多く食事
も美味しいです。
また一人に専属のキャディが付くなど
日本では味わいにくいゴルフ体験が

出来ることも魅力の一つです。

海外初心者にも安心！

今回ご案内するZEN Golfer’s Factory
にはタイ在住の日本人のコーチの方た
ちがたくさんいます。海外でのコミュ
ニケーションが不安な方も日本語で全
て対応できますので安心してください。
またタイは親日国家としても有名で日
本食や日本の文化が町に浸透して

います。

安価に贅沢を

タイは日本と比べると物価が低い為
贅沢な旅行を計画することができます。
ゴルフでは一人1台のカートに専属
キャディが付いたり、マッサージなど
も比較的安価で贅沢な日々を送れます。
またホテルも評価の高い綺麗なホテル
が多く日本で同等のサービスを受け

るよりも安価に過ごすことが出
来ます。

そんなゴルフプレーヤーにとって天国のようなタイでより本格的にゴルフへ取り組みたいシニア世代におすすめのプランがタ
イシニアプロを目指すゴルフツアーです！

タイシニアプロとは？
日本人が行っても大丈夫なの？
サポートしてくれるアカデミーは
どんなところ？
疑問は次のページへ♪

次のページへ
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ゴルフシニアプロ資格認定ツアー（タイ）
～日本人コーチ運営のアカデミーでシニアプロを目指す～

世界でタイだけ！
シニアのプロテストが
あるのは世界中でもタ
イだけなんです！遅咲
きでももっと本格的に
ゴルフに取り組みたい
方にぴったりです！

タイでの大会出場
資格認定されるとタイでの
大会への出場が可能です。
基本的には月に１度ほどの
頻度で大会が行われており、
年２回ほどある大きな大会
での賞金は１００万以上に
なることも。

プロ料金でプレー
資格認定されるとタイゴ
ルフ連盟に加盟されてる
タイのゴルフ場でプロ料
金が適応されます。ゴル
フ王国タイでもっと積極
的にゴルフをしたい方に
は嬉しいお知らせ！

日程：２０２３年２月１１日（土）～２月１７日（金）※前後可
（１２日練習ランド、１３日～１５日プロテスト）

概要：「タイでシニアプロを目指す！」。そんな夢のようなことを、タイでなら実現できるかもしれま
せん。タイにはプロゴルフ協会が二つあり、一つはTPGA（タイプロゴルフ協会）です。そしてもう一
つがTSPGA（タイシニアプロゴルフ協会）。このTSPGAのテストに合格すると、シニアプロの称号を
獲得できます。ゴルフが好きだからといっても、日本でプロの資格を取るのは難しいところ。ですがタ
イは断然資格を取りやすい環境が大きな魅力です。とはいっても言語の不安や海外への渡航不安もある
と思います。バンコクに拠点を置く日本人経営のゴルフスクール「Zen Golfer’s Factory」が現地での
サポートを行い、日本からの渡航は日本に拠点を置くAYトラベルがお手伝いします。タイでのゴルフ
に集中して新たな挑戦をできるチャンスです♪

ゴルフを
もっと
本格的に

普段はプロもしくはプロを目指すアマチュアしか経験できないレッスンを、体験していただくことが出来ます！！

タイでのシニアプロ資格認定とは？

今回が日本語初！
今までのシニアプロ資格
認定テストはタイ語また
は英語のみでの受講でし
たが今回からZENサポー
トのもと日本語での受講
が可能になりました。ま
だ経験者の少ない貴重な
体験をしていただけます。



ZEN Golfer’s Factory

場所：Gateway Ekamai M Floor
（BTS Ekamai駅 下車 三番出口直結）

URL:https://zengolfersfactory.com/

個人レッスン

ラウンドレッスン

スタジオレッスン

ショッピングモール「Gateway」のMフロアーに位置する日本人経営のゴルフスタジオ。
メインはゴルフレッスン（個人・グループ・ジュニア育成）で、日本人プロコーチ5名と
ZENスタッフの10名で運営しています。タイで初めてゴルフをする方や、ゴルフスイン
グ中の癖を克服したい方など、様々な用途に応じたレッスン、カリキュラムをご用意して
おります。

・リーズナブルな価格設定
・平日開催のみ

短期間でより、
実践的なプログラムを組み
スイングアナライザーを使用し、
初心者から上級者まで幅広く、
効率よく上達することができる

グループレッスン

スイングの形や、体の使い方を中心のレッスン

実践的なレッスン
状況に応じたコースマネージメントのポイントを学べる

◎ゴルフアカデミーの紹介

https://zengolfersfactory.com/
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ZEN GOLFER’S

ACADEMY 

2019年9月にオープンしたアカデミーは中級者・上級者向け、プロ志願生、プロゴルファーのための練習施設です。
タイ・バンコクにあるレガシーゴルフクラブの10番グリーン近くにあります。
屋根付きのマットのドライビングレンジと生芝のドライビングレンジがあり、目の前の池に向かって練習します。
常に10フィート以上の速さを保つショートゲームエリアが屋外にあります。
また屋内にあるシミュレーション打席でスイングを分析し、見つけた課題をすぐに屋外の打席で練習できます。
2階はカフェ・サロンスペース、ストレッチマシーン「ZERO-i」も設置されています。

URL:http://blog.livedoor.jp/zen_golfers_factory/archives/38411719.html

◎ゴルフアカデミーの紹介

http://blog.livedoor.jp/zen_golfers_factory/archives/38411719.html


◆ 日程表

航空券、ホテル等のお手配もご希望であれば弊社にて行います！
◆航空券
羽田↔バンコク エコノミー平均約15万円

ビジネス平均約30万円 ※日程、予約時期により大きく異なります。

◆ホテル 1泊約2万円 ※予約時期、ホテルクラスにより大きく異なります。

・グランドセンターポイント
・センターポイント 付近のホテルですと送迎エリアになります。
※ご自身にてホテルの予約をされる際は事前にお知らせください。

◆お食事（日本での食事とおなじくらいの価想定で問題ありません）

◆自由行動時のゴルフ場手配（ご希望であれば）
◆観光ツアー・ガイド手配（ご希望であれば）
◆空港⇔ホテル間送迎
◆Wi-Fiレンタル
◆海外保険料

￥600,000

※上記はモデルプランになります。

資格認定のテストの為に12日～15日の日程は必ず
ご参加ください。それ以外は早めのタイへの入国、もう
少し滞在したい。早めに帰りたいなどは自由です。

日付 予定

2月11日

（土）
日本出発　夕方バンコク到着

2月12日

（日）

テストが行われるゴルフ場にて

練習ランドとしてコンペへ参加

（12時ショットガンスタート）

2月13日

（月）

筆記テスト

（8時集合17時解散）

2月14日

（火）

実技テスト1日目

（7時集合15時解散）

2月15日

（水）

実技テスト２日目

（7時集合15時解散）

2月16日

（木）
自由行動（観光・ゴルフ）

2月17日

（金）
タイ出発　夜日本到着

◆含まれるもの
・タイシニアプロゴルフ協会が実施する

TSPGAタイシニアプロフェッショナルテスト受験料
・12日練習ラウンド（コンペ）参加料
・12日～15日 ホテル会場間移動のための車両・ドライバー費用
・12日練習ラウンド後のお食事
・上記4日間のテストの為の日本人スタッフ対応費用
・外貨送金手数料

4日間のプロテスト受講にかかる費用

その他別途かかる費用



バンコクでの
有名なゴルフ場また

おすすめ滞在先のご紹介
ゴルフ王国タイには有名なゴルフコースが

沢山あります。ご希望に合わせてお手配も可能ですのでお申し付けください。
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Legacy Golf Club 
（レガシーゴルフクラブ）

このゴルフコースは1992年にオープンした

ジャックニクラウス氏設計の有名コースです。

全体的にフラットなつくりですが、荒い砂を

利用して作られているバンカー、ウォーター

ハザードをたくみに配置しており戦略性の高

いコースです。

◎ゴルフ場の紹介
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Royal Gems Golf Club 
(ロイヤルジェムズ）

2012年にグランドオープンを迎えた最新のゴルフコース。

全18ホール、パー71（アウト35/イン36）の完全メンバー

シップ制のゴルフコース。

Ron Garl氏のデザインによりマスターズの開催地である

オーガスタ、全英オープンの開催地であるセントアンド

リュースなどの世界の名門コースの名物ホールを再現し

たファイブスターゴルフコースです。

◎ゴルフ場の紹介



• ALPAINE Golf Club （アルパイン）

ロンMガール氏のコンセプトは、新鮮な空気、美しい池、素晴らしい並木のある、

小高い丘からなるゴルフコースを築くこと。

このチャンピオンシップ・レイアウトのゴルフコースは、7,100ヤード、パー72です。

18コースは世界有数のゴルフコースの特徴を取り入れており、当ゴルフクラブ専

用に設計されたものです。

丘の後ろの緩やかな傾斜や、バンカー、池が設けられているトリッキーな当コース

のグリーンで、あなたの腕前が試されます。

アルパインで開催された大会
2000年・2004年 ジョニーウォーカークラシックトーナメント

他の重要な国際トーナメント
1998年 第13回アジア大会
1997年・1998年 タイ大会オープントーナメント、
2005年タイ航空PGAトーナメント、タイ女子オープンなど

◎ゴルフ場の紹介



2010年11月、バンコク郊外に本格的にグランドオープンしたゴルフ場。

最新の設備が整うクラブハウス、クオリティーの高い料理など全てのゴルファーを満足させてくれる注目のゴルフ場です。

バンコクでは珍しい高低差のあるコースレイアウトとうねりのあるグリーンは定評があります。

非常に芝の手入れが良く、オー プンして直ぐに多くのゴルファーで賑わっている人気ゴルフ場です。

Riverdale Golf Club (リバーデール)

◎ゴルフ場の紹介



◎ホテル情報

The Westin 
Grande Sukhumvit
Bangkok
（ウェスティン）

Grande Centre Point 
Sukhumvit55
(グランデセンターポイント）

Somerset
Sukhumvit
Thonglor
Bangkok
(サマーセット)

Pullman Bangkok
Grande Sukhumvit

(プルマン）

Hilton
Sukhumvit
Bangkok
（ヒルトン）

バンコクには綺麗でサービスの充実
したホテルが多数あります。条件に
合わせてご案内させて頂きます。



タイシニアプロフェッショナルテスト参加要項
本要項は、タイシニアプロゴルフ協会(以下「TSPGA」という)が実施する TSPGAタイシニアプロフェッショナルテストの受験申込
みに関する事項について定めるものである。
TSPGAプロテスト規定及び実施要項に記載されていない新たな事項が発生した場合、全ての決定権はTSPGAが保有している。

2023年度TSPGAタイシニアプロフェッショナルテスト受験申込要項
・タイシニアプロフェッショナルテストを受験する資格を有する者は、2月15日時点でシニア満50歳以上、スーパーシニア満60歳以
上、ゴールドスーパーシニア満70歳以上とする。
・プロテストの受験申込み書類提出書 、受験料の支払い手続きを行う。これら全ての手続きの完了をもって受験申込み手続きの完了と
みなす。
・2023年1月25日を〆切日とする。
やむを得ず受験を取り消す場合は、ZEN Golfer‘s Factoryに申込キャンセルを申し出ること。2月7日以降の申込キャンセルにおい
ては受験料の返金は致しかねます。※航空券や受験料以外の返金期限は別途設けます。
・競技方法
競技方法 ・合格者
① 2日間36ホールストロークプレー
② 18 ホール終了をもって競技成立とする。期間中に 36ホール終了できなかった場合は、別途日程を定め競技の成立を図る。
③ 2日間、12オーバー以内を合格とする
④ 合格後タイシニアプロゴルフ協会への登録費は54,000B、年会費は2,200Bとなる。
※初日筆記テスト、2日目・3日目競技
(4) 競技不成立
競技開催前または競技期間中に発生した天災その他不可抗力により、競技の開催または続行が不可能とTSPGAが判断した場合、その
競技を中止とする。競技不成立となる場合、別途日程を定め競技の成立を図る。
・アマチュア資格
日本ゴルフ協会発行のアマチュア資格規則では、TSPGAへ入会をした時点でアマチュア資格を喪失する。TSPGAプロテストに出場
しても、TSPGAプロテストに合格しJLPGA へ入会しない限りアマチュア資格は喪失しない。
・受験資格に関わる内容に虚偽の記載または誤りがあった場合には、その事実が発覚した時点で受験資格を喪失するものとする。
・ 新型コロナウイルス感染症対策については、「TSPGAタイシニアプロフェッショナルテスト新型コロナウイルス感染症対策特別規
定」他、TSPGAが定める規則に従うこと。

次のページに続く



・同意事項
受験者は以下の注意事項に同意した上で、競技に参加するものとする。
(1) 受験者は各自、健康状態について十分チェックした上で競技に参加するものとする。
(2) TSPGAは TSPGAプロテストの実施に際し、障害の応急措置を行える準備はするが、それを超える障害・事故への対応について
は、TSPGAは一切責任を負うものではないこととする。
(3) 活動中の危険、器具の利用や施設・設備の利用によって起こる怪我の危険は受験者の全責任であり、TSPGAは一切責任を負うも
のではないこととする。
(4) 競技への参加は受験者個人の判断でなされたものであり、万一事故があっても全て受験者個人の責任で処理し、TSPGAは一切責
任を負うものではないこととする。
(5) 受験者は競技続行の可否について、TSPGAの判断に従うものとする。競技続行の可否についての判断について、TSPGAは一切責
任を負うものではないこととする。
(6) TSPGAはTSPGAプロテストにおいて、TSPGAが委託する第三者が、受験者を撮影し、撮影した当該受験者の写真または映像を、
使用目的、使用期間、使用地域及び使用方法等の制限なく、無償で使用することができるものとする。


