
富士店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

・筋力UPコース

・4,8,12回のコース別
・食生活サポート

・上達ヨガ

・肩すっきりトレーニング
・腰すっきりトレーニング
・ペアストレッチ など

・社交ダンス

・クロール専門コース
・平泳ぎ専門コース
・背泳ぎ専門コース

・ウォーキングコース

中沢 勇貴 Yuki
Nakazawa

身体の不調や、泳ぎの方など、困っ

たことがあれば是非相談して下さ

い。悩みを解決することで、これか

らのホリデイライフを豊かにしま

しょう！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ ホリデイスポーツクラブ富士店 店長

◇ トレーニング指導 100名以上

◇ 水泳指導 50名以上

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ 水泳専門コース

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkfuji.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pyfuji.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbfuji.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdfuji.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswfuji.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psifuji.pdf


五ノ井 美希 Miki
Gonoi

「体を動かすことってこんなに楽し

いんだ！！」そう思って頂けるよう

持ち前の明るさで、親身にアドバイ

ス致します。楽しくトレーニングし

ましょう！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ バスケットボール歴 3年

◇ 陸上競技歴10年

◇ インストラクター歴7年

◇ スイムレッスン歴あり

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ 水泳専門コース

☆ 身体機能向上コース

店長メッセージ

五ノ井は様々コースが担当可

能です。過去の経験を活かし、

一人ひとりにあったご提案を

します。まずはご相談からし

てみてください！

本村 航平 Kohei
Motomura

運動の楽しさ、大切さをお届けしま

す。初めての方や運動が苦手な方

でもご安心ください！ホリデイライ

フで色々な事に挑戦することをサ

ポートします！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ トレーナー歴 ３年

◇ 健康運動指導実践者

◇ スポーツ専門学校卒業

◇ 野球 8年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

学生の頃から、運動に関する

知識を多く勉強している本村

に些細なことでも相談してみ

て下さい！



大川 裕子 Yuko
Okawa

学生時代から何度もダイエットに失

敗。筋トレをスタートし、短期間で理

想の身体へ変わる喜びを実感！自

分の身体と向き合い〝もっと素敵

な自分〟を一緒に目指しましょう！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ ホリデイインストラクター歴７年

◇ ラフアホットプログラム歴４年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

髙橋 詩織 Shiori
Takahashi

学生時代,文化部で運動嫌いだった

私。ヨガと出会い体を動かす楽しさ

を実感。ヨガは頑張らなくていいん

です！自分の体と心と向き合う非

日常な空間をお届けします。

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ ラフアホットヨガプログラム担当歴2年

◇ 全米ヨガアライアンスRYT200修了

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

スタッフとして働きながらヨ

ガの資格を取得した髙橋だ

からこそ皆さんの気持ちに寄

り添えます。悩みがある方は

髙橋に相談してみて下さい。

オープン当初から富士店を支

えている1人です！日々自身

のボディメイクにも力を入れ

ている大川と一緒にトレーニ

ングしてみて下さい！



石川 泰之 Yasuyuki
Ishikawa

一人一人にあったメニューで、寄り

添ったパーソナルトレーニングを

提供します！お持ちいただく物は

ございません、「楽しむ気持ちと、

ヤル気」だけ持ってきて下さい！

私の強み

◇ホリデイ認定トレーナー

◇パーソナルトレーナー歴5年

◇adidasトレーニングアカデミー

認定トレーナー

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

パーソナルトレーナーとして

の活動中の石川の指導を受

けれるチャンスは富士店のみ

です！皆様のお申し込みお

待ちしてます！

宮木 智将 Tomomasa
Miyaki

自分自身高校の時,体重が50キロ

でした。筋トレを始めてから1年で

筋肉量が10キロ増加！私に任せれ

ばボディメイク成功間違いなし！筋

トレ以外でも質問してください！

私の強み

◇ホリデイ認定トレーナー

◇2021年度 静岡県

ボディービル選手権大会4位

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

店舗イチ、トレーニング知識

豊富な宮木のサポートを受け

てみませんか？大会にも現

役で出場している宮木にぜ

ひ依頼してみて下さい！



柴田 陽 Akari
Shibata

昔から、踊ることが好きで楽しいか

らこそ長年続けることが出来まし

た。ダンスもトレーニングもコツを

掴むことで、もっと楽しく運動が出

来ます！一緒に楽しみましょう！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ 競技ダンス歴4年

◇ 新体操歴10年

◇ AFFA FDEC認定

◇ AFFA RT認定

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンス専門コース

千明 愛海 Aimi
Chiaki

1人でトレーニングは難しいですよ

ね…その悩み、解決致します！

水泳の基礎、泳ぐ楽しさ教えます。

トレーニングの幅が広がりますよ。

Let's swimming ！！！

私の強み

◇ホリデイ認定トレーナー

◇水泳歴 3年

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ 水泳専門コース

店長メッセージ

学生時代から競泳をしてい

て、日々プールでも泳いでい

る千明から泳ぎの基礎を教

わってみませんか？

店長メッセージ

学生時代、ダンス経験があり、

ダンス系の資格を多く保有し

ている柴田だからこそ、お伝

えできる事があります。新し

い挑戦をしたい方は是非！



浅井 裕美子 Yumiko
Asai

お客様が一人で頑張るのではなく

一緒に同じモチベーションで行いま

す☆お客様を第一に考えながら、

個々でどんなサポートをしたらベス

トか選んでアドバイス致します！

私の強み

◇ジムスタッフとして、

パーソナルトレーニング経験あり

◇トレーニングを申し込みをされた方が

継続して申し込まれる方が多数

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

元ジムスタッフでトレーニン

グ経験もある浅井さんは多

種多様なアドバイスを行えま

す。困ったらぜひ相談してく

ださい。

増田 なつ美 Natsumi
Masuda

なかなか1人で運動が続かない…

何からやればいいか分からない

そう思っている方、一緒に楽しい時

間過ごしませんか？体を動かすこ

との楽しさ見つけて行きましょう！

私の強み

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ 野球・ソフトボール歴10年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

現役学生の増田は日々、身体

の仕組みについて勉強して

います。最新の知識をもとに

増田と一緒にトレーニングし

てみましょう！



藤井 みき代 Mikiyo
Fujii

私の強み

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

藤井さんはオープン当初から

ホリデイでヨガを担当してい

る人気インストラクターです。

ヨガの知識豊富な先生に依

頼してみて下さい。

文 春華
Haruka
Bun

私の強み

◇ホリデイ認定トレーナー

◇ヨガ歴17年指導歴7年

◇パーソナルでも指導可能な

ヨガプロトレーナー取得

◇各種ヨガ指導出来ます。

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

多種ヨガの資格を取得して

いてる文さんだからこそ、お

客様に合ったご提案をするこ

とができます。是非ご参加し

てみて下さい。

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ ホリデイヨガインストラクター歴 7年

◇ 全米ヨガアライアンス200時間修了

◇ ヨガアカデミー

静岡講師コンサルタント認定

結婚し、家庭に入り、体を動かす機会

が減り、どんどん体が固くなり悩みま

した。ヨガと出会い体と心が楽になる

ことを実感。ムリなく続けられる魅力

を皆様と分かち合いたいです！

私も最初は体が硬く諦めかけていま

したが、継続して行くうちに体の可動

域が広がり自信が持てました。体が

硬いからと言って諦めず、一緒に体

と心の可動域を広げて行きましょう。

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/166/348/

