
札幌北24条店

開催コース ＆トレーナー紹介

1回-のチケット制・回数券がお得！

トレーナー紹介

廣部 結衣 Yui
Hirobe

一度きりの人生せっかくなら、

「なりたいカラダ」で思いっきり

楽しみたいですよね！少しの努力

と頑張りで、なりたい自分を手に

入れましょう♪サポートします！

私の強み

◇ トレーナー歴 11年

◇ トレーニング歴 18年

◇ 水泳歴 16年

◇ マラソン歴 6年

◇ トレーニング検定 2級

担当可能コース

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

☆ パーソナルスイム

☆ パーソナルダンス(ラテンダンス)

https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_yoga_24/
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_swim_24/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_stretch_sapporo24/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_dance_24/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_tr_24/
https://holiday-sc.com/wp-content/uploads/2022/09/personal_price_24.pdf


佐藤 達也 Tatsuya
Sato

自分自身もとレーニングに励んで

おります。

「やればできる、やれば変わる」

親身になりしっかり全力でサポー

トをさせていただきます。

私の強み

◇ トレーナー歴 4年

◇ サッカー歴 16年

◇ 体脂肪7パーセント

◇ RISOBOスコア87

担当可能コース

店長メッセージ

自身のトレーニングで得た

知識と経験をもとに個々に

寄り添ったトレーニングを

信条としています。困った

時は佐藤まで！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

☆ パーソナルスイム

☆ パーソナルダンス

藤島 正皓 Masahiro
Fujishima

入社してから、体脂肪が5％落ち

ました！今もカラダ作りに励んで

おりますので、私と一緒に理想の

ボディを目指しましょう！

全身全霊でサポートしていきます。

私の強み

◇ トレーニング歴 7年

◇ トレーナー歴 2年

◇ ダンススクール通い

担当可能コース

店長メッセージ

勤務後にも自身のトレーニ

ングに励んでおりトレーニ

ングの知識を身につけてい

ます。フレッシュな彼と一

緒にLeｔ‘ｓパーソナル！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

☆ パーソナルダンス



大坪 はるか Haruka
Otsubo

過去に多くの方の目標を達成して

きました！本気で身体を変えたい

方、目標達成したい方、最後まで

サポートをさせて頂きます。一緒

に体の変化を楽しみましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 8年

◇ トレーニング歴 12年

◇ 初心者から上級者まで対応

担当可能コース

店長メッセージ

たくさんの会員様の目標を

叶えてきた実績があります。

トレーニング・食事・メン

タルサポートも全てお任せ

ください。

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

遠藤 直人 Naoto
Endo

現役アマチュア格闘家として日々鍛

錬に励んでおります。あなたの「今

よりもう少し頑張ってみたい」とい

う気持ちを応援します。一緒に目標

達成を目指しましょう！

私の強み

◇ RISOBOスコア最高 91点

◇ トレーナー歴 4年

◇ 格闘技歴 21年

現役アマチュア格闘家

担当可能コース

店長メッセージ

遠藤自身、日々自分を追い

込んでホリデイでトレーニ

ングをしています。長く続

けるためのメンタルサポー

トもさせていただきます。

☆ パーソナルトレーニング



辻 大貴 Daiki
Tsuji

ボディメイクには人生を変える力が

ある！自分自身も経験があります。

本気でそう思えるからこそ、

皆様のなりたいカラダへのサポート

を応援させて頂きます！

私の強み

◇ ベストボディジャパン札幌大会出場

◇ ボディメイク歴 3年

◇ ヨサコイ歴 7年

◇ ソフトテニス歴 3年

担当可能コース

店長メッセージ

トレーニングの知識が豊富

です。特にボディメイクの

知識が豊富なのでカラダを

変えたい方、オススメです。

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

久保田 祐也 Yuya
Kubota

私自身、自分の体力と筋肉を信じて

自分なりのトレーニングをしてきま

した。一緒に自分が出来る最大限の

スタミナで健康を維持できるよう

サポート致します。

私の強み

◇ 柔道整復師

◇ 整骨院3年勤務

◇ 高齢者施設での運動指導有

◇ 水泳歴 8年

担当可能コース

店長メッセージ

夜勤務の久保田です。

勤務後もトレーニングに励

みボディメイクを行ってい

ます。トレーニングの知識

がとても豊富です！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

☆ パーソナルスイム



米田 幸代 Sachiyo
Maita

寝たきりの人生にならずに、最後ま

で自分の人生を満喫して頂きたいと

思っています。これまで健康寿命を

伸ばすサポートをしてきました。活

気に満ちた毎日を送りましょう！

私の強み

◇ 看護師歴 20年

◇ トレーナー歴 3年

担当可能コース

店長メッセージ

元看護師で、現在ピラティ

スの指導もしております。

多くの方の健康や身体に携

わってきた経験を活かし、

予防の為のトレーニングや

ストレッチが実施出来ます。

☆ パーソナルストレッチ

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！

私の強み

◇ 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

担当可能コース

店長メッセージ

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

☆ パーソナルダンス

(社交ダンス・ラテンダンスなど)



坂本 靖子 Yasuko
Sakamoto

自身の経験を活かして継続する大

切さ、食事のサポートを無理なく

楽しく一緒にサポートしていきま

す。まずは気軽に相談してみて下

さい。

私の強み

◇ トレーナー歴 26年

◇ トレーニング歴26年

◇ AFFAプライマリー

担当可能コース

店長メッセージ

お客様との距離がとても近

く、親しみやすいインスト

ラクターです。皆様の不安

をわかりやすく解消してく

れます。気軽に相談を！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルダンス (エアロステップ)

松井 麻子 Matsui
Asako

ヨガを通じて、丈夫で柔軟な心と

体を育てましょう！ヨガに対する

疑問を解消しながら、ご自分に

合ったヨガを一緒に見つけましょ

う！！

私の強み

◇ 水野ヨガ学院TTC

◇ IYCアシュダンガヨガTTC

◇ スタジオヨギーTTC

◇ スタジオヨギーセラピューティックヨガ

TTC

店長メッセージ

北24条店オープンの時から

長くに渡り大人気のヨガ

インストラクターです。

マツコ先生のヨガで心も体も

ヨガマインドを得ましょう！

担当可能コース

☆ パーソナルヨガ



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。

私の強み

◇ AFFA YOGA ライセンス

◇ RYT200

◇ ヨガ指導歴11年

担当可能コース

☆ パーソナルヨガ

店長メッセージ

気さくで面白い先生なの

ですがヨガの指導になると

ヨガモードでとても癒しの

空間になります。笑いと

癒しが欲しい方はぜひ！！

下佐 由美 Yumi
Shimosa

無理しすぎず、痛みなどがあると

きは軽減しながら行えるヨガをお

伝えします。元気な身体がないと

やりたいことはできない！健康な

身体のサポートをしていきます！

私の強み

◇ 水野ヨガ TTC

◇ スタジオヨギーシニアヨガTTC

◇ ペルヴィス®(骨盤)調整ワーク

◇ ペルヴィス®(骨盤)フローダンス

担当可能コース

店長メッセージ

様々なヨガの資格を保有して

おり、ヨガを通じて多くの

方々の身体の悩みの解消をサ

ポートしてくれます。親身に

なってサポートしてくれるイ

ンストラクターです。

☆ パーソナルヨガ



山下 斗真 Toma
Yamashita

いつでもお客様に寄り添いトレー

ニングに取り組みやすい空間を作

ります！目標達成できるようサ

ポートをさせて頂きますのでぜひ

山下まで♪

私の強み

◇ 健康運動実践指導者

◇ 介護予防運動指導員

◇ Reejam認定インストラクター

担当可能コース

店長メッセージ

元ホリデイ社員で、現在は

フリーのインストラクター

として活動しています。ト

レーニング知識はもちろん、

食事面の指導やダンス指導

等マルチジャンル適応して

います！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルダンス (ダンス基礎)

菅野 真利子 Mariko
Kanno

現在もパーソナルジムにて勤務し

様々な年代の方々へトレーニング

や食事の案内を行っています！

ダイエット、姿勢改善、個々に

合ったご案内をしていきます。

私の強み

◇ トレーナー歴 10年

◇ 全米ヨガアライアンス200

◇ ピラティスインストラクター

担当可能コース

店長メッセージ

レッスンの前後でトレーニ

ングをしている姿を良く目

にします。親身になって相

談に乗ってくれますので、

まずは気軽にご相談を！

女性のダイエットやボディ

メイクに特化した指導が得

意です。

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルヨガ



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。

私の強み

◇ 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

担当可能コース

店長メッセージ

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

千葉 一傑 Kazuhide
Thiba

高校生の部活動からシニアのリハビ

リまで幅広く指導した経験をもとに

皆様のなりたい身体に向かってサ

ポートさせていただきます。

身体の不調でお悩みの方も気軽にご

相談ください。

私の強み

◇日本ホリスティックコンディショニング協会

フィジカルトレーナー

◇ITケアエクササイズ・スペシャリスト

担当可能コース

☆パーソナルトレーニング

☆パーソナルストレッチ

店長メッセージ

カラダメンテナンスのエキ

スパートです。肩こり、腰

痛、膝痛等のお悩みは先生

まで！トレーニングはもち

ろん、16キロの減量経験も

ありますので、ダイエット

希望の方も♪



河田 宇令 Takanori
Kawata

ご自身の身体のクセに気づいて

健康な身体に！トレーニングやヨ

ガなどを通じて柔軟性向上・ケガ

予防に繋がります。〇〇だから…

と諦めず、まずはご相談ください。

私の強み

◇ 理学療法士

◇ 整形外科で7年の勤務実績あり

◇ 高校生～高齢者までのリハビリ

担当

担当可能コース

店長メッセージ

ただストレッチをする、ただ

トレーニングをするだけでは

なく、ストレッチをしながら

筋肉を動かすことで使える筋

肉を増やすと言った施術をし

てくれます。身体の悩みがあ

る方は是非ご相談を！

☆ 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

【あなたの身体の悩み】を解決する

為に、誠心誠意担当いたします。

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！

是非一度お申し込みください。

私の強み

◇ 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

担当可能コース

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

店長メッセージ

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！

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/148/331/

