
札幌清田店

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

吉永 俊 Shun
Yoshinaga

ホリデイにて数多くの方のトレーニ

ングサポートを実施してきた経験か

ら皆様の求める体になれるよう精

一杯サポートいたします！

どんなことでもお任せください！

私の強み

◇ トレーナー歴 11年

◇ YOSAKOI歴 14年

◇ YOSAKOI指導歴6年

◇ 水泳指導歴10年

◇ 4泳法習得

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

☆ パーソナルダンス

☆ パーソナルスイミング

https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_yoga_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_yoga_kiyota/
https://www.holiday-contents.com/personal-sapporo/
https://www.holiday-contents.com/personal-sapporo/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_swim_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_swim_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_stretch_sapporokiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_stretch_sapporokiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_dance_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_dance_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_tr_kiyota/
https://holiday-sc.com/index.php/lp/personal_tr_kiyota/
https://holiday-sc.com/wp-content/uploads/2022/09/personal_price_kiyota.pdf
https://holiday-sc.com/wp-content/uploads/2022/09/personal_price_kiyota.pdf
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中村 赳琉 Takeru
Nakamura

無理のない運動ペースでも体は変

えられます！！皆様の「理想のカラダ」

「理想の運動ペース」にあわせてサ

ポートさせて頂きます！！初めての方

から上級者の方までご応募お待ち

しております！！

◇ トレーナー歴 2年

◇ JATI-ATI

◇ AFFA PC

◇ AFFA RT

自信が保有しているトレーニ

ングの資格を活かし知識と経

験をわかりやすく発信できる

トレーナーです！

人気急上昇中！！！

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

☆ パーソナルスイミング

皆様のトレーニングをしっかりと

サポートするために

カラダのお悩みがあれば

是非、市岡にご相談ください！

◇ 理学療法士

◇ 病院にて実務経験有

☆ パーソナルストレッチ

理学療法士という国家資格を

所持しており、過去に実務経

験もしております。

皆様のカラダのお悩みを

サポート致します！

市岡 赳 Takeru
Itioka
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阿部 リエ

いつまでもキレイでいたい！

でも仕事が・・・時間が・・・

キレイを諦めないでください！

5年後も輝いていられるように

私がサポートします！

◇ インストラクター歴 5年

◇ ビューティークイーン 担当

◇ Z-180 担当

◇ シニアフィットネストレーナー

女性の皆様が目指したい体を

自らも体現できるようにト

レーニングを実施しています。

体を変えたい女性の皆様は

ぜひ！！！

Rie
Abe

☆ パーソナルトレーニング

☆ パーソナルストレッチ

加藤 弥生 Yayoi
Kato

一人一人に合ったトレーニングを

提案します。

“無理なく””楽しく””継続”出来る

ようにサポートします！

一緒に頑張りましょう！

◇ ホリデイ歴 5年

◇ インストラクター歴 5年

◇ プログラム担当経験有

会員様とのコミュニケーショ

ン力はピカイチ！

どんなことでも相談できてし

まうくらいの包容力が魅力！

加藤の笑顔で頑張れる！

☆ パーソナルトレーニング
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藤本 健椰 Kenya
Fujimoto

様々な業種の社会経験から、

皆様の考え方に寄り添った提案を

させて頂きます。

たくさんの方々のサポートに

関われたら嬉しいです。

◇ サッカー歴 10年

会員様とのコミュニケーショ

ンをとても大切にしトレーニ

ングの知識も積極的に学んで

いる急成長のスタッフです！

林 あさ美 Asami
Hayashi

プールの魅力に取りつかれ、プールエク

ササイズの指導中心にやってきました。

皆さんにも水の中で動く楽しさ、気持ち

よさ、そして陸の上とはまた違った効果

や爽快感を味わって頂きたいです。

元気いっぱい笑顔いっぱいプールの魅力

お届けします！

◇ 鍼灸師

◇ JATACアスレチックトレーナー

◇ 筋トレスペシャリスト

自らもプールで頻繁に練習し

トレーニングを欠かさず行う

努力家です！初めての方でも

楽しめるレッスンが出来るイ

ンストラクターです！

☆ パーソナルスイミング

☆ 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

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

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！！

渡部 智華 Chika
Watanabe

ヨガは体だけではなく、心にも良い効果を

もたらしてくれます。皆様の日常がより豊

かで健やかにものになりますよう喜んでお

手伝いさせていただきます。

一緒に『笑顔で健幸人生』目指しましょう！

◇ 陰ヨガ

◇ RYT200

清田店のヨガ人気を支える

大人気インストラクター！

一人一人の合わせた丁寧な

指導が魅力です！

✩ パーソナルストレッチ
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大廣 朝美 Asami
Ohiro

心地の良い呼吸に合わせて気持ち

良く動き、心と体を健やかに

整えましょう。

ヨガで心身ともに逞しく美しく！

◇ 運動指導歴 12年

◇ インストラクター歴 10年

運動指導における豊富な

経験から初心者から慣れてい

る方まで幅広くサポートでき

るインストラクタ―です！

☆ パーソナルヨガ

濱出 史 Aya
Hamade

ヨガでくつろぐ時間を一緒に過ごしま

しょう♪心身共に癒やされる時間を

お届けします！

一緒にくつろぐ時間を過ごしましょう！

◇ yoga PLUS STYLE 

中医養生ヨガ初級・中級 修了

◇ IYCキレイになる

ヨガインストラクター

◇ 一般社団法人ダンス教育振興連盟

ＪＤＡＣ認定ダンス指導員

✩ パーソナルヨガ

丁寧なコーチングが持ち味の

人気インストラクターです！

一つ一つの動きを分かりやす

く案内し初めての方でも楽し

い空間を作ってくれます！
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嶋崎 裕美 Hiromi
Shimazaki

「伝える」仕事を始めてから27年。

ホリデイでは、動く楽しさをお伝え

し、みなさまと共有できるようなプ

ログラムを心がけています。

◇ 健康運動指導士

◇ JAFA GFI

（グループエクササイズフィットネスインストラクター）

エグザミナー

◇ MIZUNOアクア SP認定インストラクター

◇ AFAA Zumbaインストラクター

◇ Aqua Zumbaインストラクター

◇ adidasパフォーマンストレーニング認定トレーナー

◇ 大阪国際がんセンター認定 がん専門運動指導士

清田店開業時からプールプ

ログラムを支える大人気イン

ストラクター！現在は人材育

成も手掛けるほどのベテラン

インストラクターです！

☆ 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！

◇ 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

☆ パーソナルダンス

(社交ダンス・ラテンダンスなど)
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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♪

◇ 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

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)

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

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/144/326/
https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/144/326/

