
深谷店
開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

小山 隼人 Hayato
Koyama

私の強み

担当可能コース

・フリーウエイトサポート
・自体重メニュー など

・4,8,12回のコース別
・食生活サポート

・プライベートヨガ
・ピラティス など

・腰・肩すっきりトレーニング

・ゆがみ改善
・ペアストレッチ など

〈パーソナルレッスン〉
・ダンス基礎、ステップ習得 など

・Relax整体

〈パーソナルスイム〉
・水泳“入門”

・水泳“上達“

・４泳法習得 など

・競技力向上・改善
・ケガに負けない体作り

カッコいい身体になりたい！

健康的な身体を目指したい！

その目標、一緒に叶えませんか？

情熱をもって、全力サポートを

約束します！

新たな自分を手に入れましょう！

◇ トレーナー歴 ５年

◇ トレーニング歴 ３年

◇ 体力トレーニング検定３級

◇ 日本トレーニング指導者(JATI)

◇ 会員様が、２ヵ月で-４㎏達成

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkfukaya.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pyfukaya.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbfukaya.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdfukaya.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/psefukaya.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswfukaya.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/psifukaya.pdf


北嶋 順 Sunao
Kitajima

過去、様々な年代の方々に

トレーニングの案内や

サポートを行ってきました。

運動面はもちろんのこと

食事面でもサポートしてきます。

理想の身体を手に入れましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 4年

◇ トレーニング歴 ３年

◇ 体脂肪率 11％

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

体脂肪率が11％と

深谷店で一番引締まった身体を

持っているのが北嶋です。

トレーニングはもちろんのこと

食事面でも頼りになる存在です。

清野 千夏 Chinatsu
Seino

水泳歴１２年。

人生の半分以上を水中メインに

生活してきました。

今では陸に上がりスタジオレッスンや

トレーニング指導も行っています。

全力でサポートいたします！

私の強み

◇ 水泳歴 １２年

◇ ４泳法完全マスター

◇ 泳ぐ！食べる！運動する！

ことが大好きです。

◇ アメとムチを使い分けます。

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

水泳歴１２年！

上達する泳ぎ方や水を克服する

方法など様々な角度から

サポートしてくれます！

泳ぎは清野にお任せ下さい★



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

私の強み

◇ バスケット歴 １２年

◇ 県大会ベスト８進出

◇ コアトレーニング

◇ 減量の際の栄養管理

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 身体能力向上コース

店長メッセージ

怪我をした時のリハビリ方法や

減量時に大切な栄養管理。

怪我をしないための体作りなど

豊富な知識で安心・安全な

トレーニングを行ってくれます！

山口 一真 Kazuma
Yamaguchi

長年バスケで体作りをしてきた

経験を活かして、お客様のトレー

ニング効果を最大限引き上げます。

トレーニングが苦手な方も、目標に

向けて楽しく続けられるよう

サポートしていきます！

吉岡 夏実 Natsumi
Yoshioka

体の痛みで生活に支障がでる、

気分が悪くなる、関節の可動域が

狭い。などの悩みはありませんか？

まずは自分の体の状態を知り、

一緒に解決していきましょう！

◇ 総合整体術師

◇ 漢方ソフト矯正師

◇ 整体学校卒業

◇ 整体院、リラクゼーション勤務経験

☆ 整体専門コース

深谷店で“整体コース”が

担当できるのは彼女だけです！

施術経験も豊富なので、

様々な身体の悩みや問題を

解決してくれます。



中島 大器 Taiki
Nakajima

理想の体型、そしてリバウンドしない

体を目指し、丁寧にトレーニングに

向き合っていきます！

あなたにあったトレーニングを

一緒に行っていきます。

理想の自分を目指していきましょう！

私の強み

◇ 野球歴 11年

◇ トレーニング歴 1年

◇ トレーニング大好き！

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

時間があればいつも

トレーニングをしている

筋トレ大好き中島です！

自身の経験を活かして

理想の体に近づけてくれます。

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

寺内 希 Nozomi
Terauchi

身体を動かすのが大好きです！

そして私自身の腰痛改善の為に

始めたピラティス。どちらも、

身体があっての動き。最重要なのは

体幹。身体作りとダンスの基本。

どちらも徹底サポート致します。

◇ エアロビクス全般

◇ ZUMBA

◇ ピラティス

◇ ステップ、ボクシング、ボールエクササイズ

◇ 中高年運動指導

☆ ヨガ専門コース

☆ ダンス専門コース

エアロ•ZUMBA®を得意とする

インストラクター。個人レッスン

では、上手く踊る“コツ•魅せ方” 

を伝授！明るく楽しみながら

レッスンが出来ます！



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

中島 美穂 Miho
Nakajima

踊ることが大好きです！

ダンスを長く踊り続ける為に、

ピラティスやコアトレなど

体の調整系も学んでいます！

楽しみながら体幹も鍛えて、長く動

ける体作りを私とぜひ一緒に♪

私の強み

◇ インストラクター歴 2３年

◇ 有酸素や調整系も担当可能

◇ 老若男女様々なニーズに対応可

◇ いつでもスマイル☆

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

多種多様な知識を持っており

パーソナルでのダンスレッスンや

トレーニング指導を得意とする

笑顔が特徴的な深谷店の

人気インストラクターです！

安齋 聡子 Satoko
Anzai

トレーニングをすると、少しずつ

身体の変化を感じます。マシン、自重

トレーニング、個人に合わせた内容

で全力でサポートします！また、

ヨガや筋膜リリースも担当します。

身体を整えたい方お待ちしてます！

◇ RYT200取得

◇ 整体ヨガ修了

◇ パーソナルトレーニング複数担当

◇ インストラクター歴６年

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

パーソナルヨガを始め、

トレーニング指導も行います。

深谷店のオリジナル企画では

リピーターも多数！

個々に合った内容で皆さんの

心も身体も整えてくれます！



強瀬 由美子 Yumiko
Kowase

ヨガと瞑想、気功で、いつまでも

美しく、元気でありたい！

という想いで、日々実践しつつ、

学びを続け、新しい知識を習得し、

身体の向上に励んでいます。

同様に願う方には、お力になります。

私の強み

◇ ヨガ歴 １３年

◇ ヨーガセラピー指導者

◇ ヨガ解剖学ティーチャー

◇ RYT200他 多数資格取得

◇ 身体塾、WSでの技術向上

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

ヨガはもちろんのこと、

“瞑想”“気功”を習得しており

多方面、多分野で活躍中です。

美しく健康的な身体づくりを

サポートしてくれます！

大塚 紗矢佳 Sayaka
Otsuka

ダンスやエクササイズを通じ、

運動の楽しさや身体が変わる事への

感動を伝えるべく、奮闘中！

みなさんの、“なりたい自分”への

お手伝いをさせてください☆

私の強み

◇ ダンス歴 ２１年

◇ ダンス指導歴 1６年

◇ オリエンタルランドSHOWケース振付

◇ ものまね紅白歌合戦 バック出演

◇ フローPILATES コリオグラファー

◇ ヨガ＆ピラティス歴 ６年

担当可能コース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

有名企業での振付経験や

TV出演。抜群の経歴を持った

ダンスインストラクターです！

ダンス企画はいつも大人気！

カッコよく踊ってみませんか？

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/165/347/

