
富士宮店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

五ノ井 健太 Kenta
Gonoi

過去30名以上のトレーニングサ

ポートや指導経験があります！

トレーニングや水泳、ダンスなど

様々なジャンルで皆様に運動の楽

しさを伝えていきます！！

私の強み

◇ トレーナー歴 5年

◇ 健康運動指導士

◇ 健康運動実践指導者

◇ 体脂肪7％

◇ テニスインストラクター歴4年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 水泳コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンス専門コース

☆ 筋トレ特化コース

・目的別トレーニング
・女性限定スミスマシン
レッスン“美尻”

・4,8,12回のコース別
・食生活サポート

・Odaka Yoga®

・肩すっきりトレーニング
・腰すっきりトレーニング
・ヒーリングストレッチ など

・ラテンダンス

・タイ古式マッサージ
・トータルメンテナンス

・初中級クロール
・中上級クロール
・初中級平泳ぎ など
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金井 陽平 Yohei
Kanai

初めての方でも安心して運動や・

トレーニングができる環境・雰囲

気作りをモットーとしています。

一緒に目標達成を目指して頑張り

ましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 5年

◇ トレーニング検定3級

◇ 20名以上のパーソナルトレーニング

担当実績あり

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

金井は非常に丁寧で安心感

のある接客・トレーニング

サポートが得意です。不安

な方や運動を始めてみたい

方は是非ご相談ください！

川崎 友里有 Yuria
Kawasaki

トレーニングサポートだけでなく、

ストレッチや栄養面でのサポート

もお任せください。ぜひ私と一緒

にトレーニングを頑張っていきま

しょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 ３年

◇ 栄養士

◇ トレーニング検定3級

◇ 陸上競技歴 7年（短距離）

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

自身のトレーニング経験や

栄養士としての知識をフル

活用し、理想を叶えてくれ

ること間違いなしです！

彼女にぜひお任せください。



杉崎 美由紀 Miyuki
Sugisaki

運動が苦手な方や・少し慣れてき

てレベルアップしたい方は是非、

私と一緒に頑張りましょう！

全力でサポートいたします！

私の強み

◇ トレーニング検定3級

◇ 卓球歴12年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

杉崎は何事にも一生懸命で

真剣に取り組みます。皆様

のお悩み解消までトコトン

追求し目標達成・改善に

繋げてくれます！

鍋田 由美 Yumi
Nabeta

運動の楽しさトレーニングの素晴

らしさをお伝えできるよう頑張り

ます！ストレッチポールに関して

は私にお任せください！

私の強み

◇ ベーシックセブン

◇ ベーシックセブンプラス

◇ ペルコン

◇ ソラコン

◇ トレーニング検定3級

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

ホリデイ大好きスタッフで

す！ホリデイで運動を・

トレーニングをもっと

有意義にするならぜひ彼女

にご相談ください♪



影山 みのり Minori
Kageyama

「身体を動かすって楽しい！！」

そう感じていただけるよう、全力

でサポートいたします。最後まで

一緒に楽しくトレーニングをやり

切りましょう！

私の強み

◇ トレーニング検定3級

◇ トレーナー歴3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

頑張ることも大切ですが、

楽しくないと続けられない

ですよね！彼女とのトレー

ニングなら楽しく目標達成

までやり切れます！

渡邊 沙耶香 Sayaka
Watanabe

トレーニングだけでなく、ボディ

ケアやスイムも担当しています！

ぜひ一緒にいろんな運動で汗を流

しましょう！

私の強み

◇ トレーニング検定3級

◇ トレーナー歴3年

◇ ホームヘルパー1級

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

店長メッセージ

トレーニングだけでなく幅

広い分野で活躍しています。

水泳の為のトレーニングや

トレーニング効率を上げる

メンテナンスなどお任せく

ださい！



三井 佑太 Yuta
Mitsui

日々トレーニングに没頭し、どう

すればもっと皆様に効果を感じて

いただけるかを学んでいます。ト

レーナーとしての経験を積み、皆

様に健康を届けます！

私の強み

◇ ベンチプレスMAX80kg

◇ レスリング歴3年

◇ 水泳（4泳法習得）

◇ 空手歴11年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

常にトレーニングで自信の

スキルアップをしている

トレーナーです。自身の経

験を活かし、お客様のため

に全力でサポートします！

小笠原 璃空 Riku
Ogasawara

将来トレーナーを目指し、日々勉

強しています。私自身のトレーニ

ング経験を活かし、アドバイスい

たします。トレーニングサポート

はお任せください！

私の強み

◇ ベンチプレス125kg

◇ レスリング歴3年

◇ サッカー歴5年

◇ 水泳歴3年（4泳法習得）

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

富士宮店No.1マッチョ！！

大会への出場を目標に日々

励んでいます。将来トレー

ナーを目指す彼のサポート

を是非受けてみてくださ

い！身体を変えられます。



入月 紀子 Noriko
Irituki

“ただ痩せる“だけではなく、内側

からもケアが必要です。トレーニ

ングだけでなく、ヨガやボディケ

アの知識を活かし、サポートいた

します。

私の強み

◇ トレーナー歴22年

◇ PFA ヨガアドバンス

◇ AFAA パーソナルフィットネストレーナー

◇ JWI ボディメンテナンステクニック

◇ AFAA レジスタンストレーニング

担当可能コース

☆ 整体専門コース

店長メッセージ

富士宮店・沼津店において

ヨガ・エアロビクスで活躍

しているインストラクター。

知識・経験から悩みを効果

的に解決してくれます！

中山 愛 Ai
Nakayama

ヨガ・ボディケアの知識を活かし、

お客様に合ったサポートをしてい

きます。運動だけでなく、身体の

ケアで健康的に理想を叶えましょ

う！

私の強み

◇ Odaka Yoga®

◇ IHTA ヨガインストラクター1級

◇ 全米ヨガアライアンス RYT200

◇ たまごヨガインストラクター

◇ ITM タイ古式マッサージLv1/Lv2

担当可能コース

☆ 整体専門コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

ヨガやボディケア以外にも

多くの資格と知識があり、

お客様に寄り添ったご案内

が出来ます。ぜひ中山先生

にお任せください！



森 たかね Takane
Mori

ヨガだけでなく、パーソナルト

レーナーやボディケアの施術の

経験もあります。お客様の“なり

たい“を叶えられるよう様々な角

度からアプローチいたします。

私の強み

◇ IBMA ヨガアドバンス

◇ 栄養コンシェルジュ

◇ JTTM タイ古式マッサージ

◇ JAFA ボディメイク

◇ ファスティング

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ 整体専門コース

店長メッセージ

非常に知識が豊富で、お客

様の“なりたい自分”を実現さ

せてくれること間違いなし

です！ぜひ一度、森先生に

相談してみてください。

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/174/356/
https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/174/356/

