
東札幌店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

私の強み

担当可能コース

1回-のチケット制・回数券がお得！

田上 さくら
Sakura
Tagami

運動経験有無に関わらず実りの

あるトレーニングサポートを提供し

ていきます！皆様のサポートに全

力を注ぎこむことを誓います♪

◇ 健康運動実践指導者

◇ 陸上競技

国体出場・大学全国インカレ2位

リオ五輪強化指定選手

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルスイム

店長メッセージ

お客様に寄り添い親身に

アドバイスをしてくれます！

女性トレーナー田上と一緒なら

皆様の目標や目的を達成に

導いてくれると思います！

https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_yoga_higashisapporo/
https://www.holiday-contents.com/personal-sapporo/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_swim_higashisapporo/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_stretch_higashisapporo/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_dance_higashisapporo/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_tr_higashisapporo/
https://holiday-sc.com/wp-content/uploads/2022/09/personal_price_higashisapporo.pdf


私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

加茂 愛美
Manami
Kamo

日々の生活で、思っている以上に

疲れが蓄積されているかもしれま

せん。疲れている時、疲れを残した

くない時等は、是非私の施術でメン

テナンスを♪

◇ トレーナー歴 ３年

◇ トレーニング歴 10年

◇ 陸上競技歴 短距離

◇ 水泳４泳法マスター

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 80

☆ パーソナルストレッチ

肩楽体操や腰楽体操では多くの

方の健康やケガ予防に貢献して

おります！

あなたの最大限のパフォーマン

スを引き出せるはずです。

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

☆ パーソナルストレッチ

★ パーソナルスイム

☆ パーソナルトレーニング

伊藤 誠也
Masaya
Ito

トレーニングのパフォーマンス向上

や、日々のコンディショニングを整

えるサポートを致します。有意義か

つ満足感のある時間を過ごしてみ

ませんか？

◇ トレーニング歴 2年

◇ 野球歴 12年

◇ 水泳４泳法マスター

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 85

持ち前の社交性を活かして

悩みを引き出し、目標へと近づ

けられるトレーナーです！

楽しい空間でサポートを受けた

い方には伊藤がオススメ〇



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

山本 莉子

今まで学んできた知識を活かして

皆様の抱える悩みに解決していき

ます！全力でサポートしますので、

お気軽にご相談ください！

Riko
Yamamoto

◇ トレーニング歴 2年

◇ バスケット 9年

豊富な知識と優しい雰囲気

を兼ね備えた山本は、皆様の

悩みに寄り添ってくれるは

ず！相談のしやすさはピカイ

チです♪

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

星 まゆみ
Mayumi
Hoshi

元気で明るく健康的をモットーに！

ヨガを通じて心身の健康を提供致し

ます。柔軟性に不安がある方も安心

してお申込みください○

◇ RYT200 取得

☆ パーソナルヨガ

スタジオでのヨガも大好評な

トレーナーです！

身体の悩み・柔軟性の改善等、

どんなことにでも親身に向

き合ってくれること間違いな

し！



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

後藤 玲奈
Reina
Goto

ダンス経験問わず、貴方に沿った指

導方法でサポートします！キレよく動

けることで今よりも更にダンスが好

きになるはずです！私にお任せ下さ

い♪

私の強み

◇ ZUMBA Basic１

◇ ダンス歴5年

◇ 様々なスタジオでダンス指導

担当可能コース

店長メッセージ

本格的なダンスで多くの方に

支持されています！後藤の

ダンススキルを是非習得して

みてください！ダンスが更に

好きになるはず〇

☆ パーソナルダンス

関 博幸 Hiroyuki
Seki

私自身もトレーニング経験を積み

ながら、日々勉強させていただい

ております!!その経験と資格をも

とに1人1人に合わせたトレーニン

グを選び、実施していきます！

◇ AFAA レジスタンストレーナー資格

◇ トレーニング歴 １6年

◇ インストラクター歴 13年

◇ ダンス歴 21年

◇ 音楽系大学出身

トレーナー歴も長く多くの実績

があります！日頃から自身のト

レーニングも欠かさず行ってお

り、約8kg程の筋肉の増量にも

成功した経験あり！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルスイム

☆ パーソナルダンス

(社交ダンス・ラテンダンスなど)



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

武田 真弓 Mayumi
Takeda

体が柔らかくなることで、緊張やも

ほぐれやすくなります。

ヨガのポーズを通して心と体を

整え毎日を機嫌よく過ごせるよう

にお手伝いさせて頂きます。

◇ AFFA YOGA ライセンス

◇ RYT200

◇ ヨガ指導歴11年

☆ パーソナルヨガ

ヨガでは癒しの空間を提供し

ていますが、普段は気さくな

方で話しているだけで楽しい

時間が過ごせます！その

ギャップが魅力的〇

安井 貴之
Takayuki
Yasui

トレーニングをすることでメンタル

も前向きになり、仕事やプライベー

トでも良い人生を送ることができ

るようになります。皆様のより良い

人生のサポートをします。

◇ サッカー歴 24年 留学経験あり

◇ パーソナルジムチーフトレーナー歴有

◇ ゆがみ改善、ダイエット

◇ パーソナル指導歴 8年

元ホリデイスタッフで、現在は

フリートレーナーしてパーソナ

ル活動をしています。運動・食

事はもちろん、継続する為・目

標を叶える為のメンタルサポー

トが推しポイント!

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

志賀 明菜 Akina
Shiga

トレーナーとして今まで培った経

験・知識を活かして皆様の「なりた

い」を叶えられるサポートをしてい

きます！

◇ アスレチックトレーナー資格 所有

◇ JATI-ATI 所有

◇ ゆがみ改善、ダイエット

トレーニング系の資格を多数取

得しており、説得力のあるト

レーナーです！身体の使い方

の基礎から指導していきます

ので初心者の方にもオススメ

の担当者です〇

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

館山 穣
Jo
Tateyama

【貴方の身体の悩み】を解決する

為に、誠心誠意担当致します。

整体後のカラダの変化は間違いあり

ませんし、後悔させません！

是非一度お申込みください！

◇柔道整復師

◇アスレチックトレーナー

◇トレーナー歴5年

年間3,000名施術担当

☆パーソナルトレーニング

今までに多くの方々のメンテ

ナンスをしてきた実績のある

トレーナーです。

＋親しみのある対応なので

貴方の悩みに寄り添ってくれ

ること間違いなしです！



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

小清水 椎菜 Shiina
Koshimizu

私自身も毎日トレーニングをしてい

ます！その経験を活かしお客様の

サポートに全力を尽くします。私と

一緒にかっこいい体づくりをしま

せんか？

自分自身がしっかりと

トレーニングをおこなっている

為、カラダも説得力があり

女性の方へおススメしたい

トレーナーです。

☆ パーソナルトレーニング

◇ トレーニング歴 ３年

◇ バトミントン歴 １１年

◇ スーパーボディコンテスト

鎌倉大会 １位(オーバーオール)

日本大会 １位

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/186/398/
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