
高知店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

山下 大地 Daichi
Yamashita

これまでに数多くの方のカラダを

変化させてきました。メンタル面

が苦しくなってくる方が大半です。

最大限に楽しく効果出るように最

大限のサポートをいたします！

私の強み

◇ トレーナー歴 10年

◇ トレーニング歴 14年

◇ バスケットボール全国大会出場

◇ 健康運動実践指導者資格

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 90

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

☆ ダンス専門コース

☆ 水泳専門コース

店長メッセージ

店舗担当者はダイエットに

成功、毎日トレーニングし

てる担当者が豊富！ぜひ、

理想のカラダづくりのお手

伝いをさせてください！

・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

・肩すっきりトレーニング
・パーソナルストレッチ

・ダンス基礎
・ラテン など

・はじめてクロール
・すいすいクロール
・はじめて平泳ぎ など

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkkochi.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbkochi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdkochi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswkochi.pdf


河邊 直人 Naoto
Kobe 

お客様の身体を変える前に自分自

身をボディーメイク。常に仕上

がった身体で毎日を過ごしていま

す。自分で得た経験、身につけた

知識をお客様の身体作りに活かし

ます！全力でサポート！

私の強み

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 11年

◇ サッカー歴 17年（小学校～大学）

◇ 体脂肪3％

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

河邊は店舗No,1ボディの

持ち主です。トレーニング

もストイックにする彼なら

必ずや皆様の体を変えてく

れることでしょう！

和田 愛 Megumi
Wada

フィットネス専門学校で首席で卒

業、その中で得た知識や経験を活

かし全力でサポート致します！ダ

ンス、水泳の経験もあるので幅広

く対応させていただきます！

私の強み

◇ トレーナー歴 3年

◇ 水泳指導経験有

◇ ダンス経験 ジャズ・ロック

◇ サポート力！

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

知識豊富でダンス指導や

水泳指導など経験値豊富な

担当者です。お悩みの際は

気軽に相談してみてくださ

い。



青山 千香 Chika
Aoyama

お客様の理想とする身体づくりを

目指してサポートさせていただき

ます。健康維持＆ボディを目指し

て一緒に身体を引き締めて生きま

しょう

私の強み

◇ 女性らしい身体づくり

◇ 陸上競技歴 6年

◇ 水泳暦 13年

◇ フラダンス暦 8年

◇ トレーナー暦 2年半

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

彼女自身、スタイル維持に

力をいれており競技経験も

豊富です。知識も豊富なた

め女性のためのカラダ作り

のサポートはぜひ彼女へ

西森 光亮 Kosuke
Nishimori

私は自分自身がトレーニングに

よって心身ともに変えることがで

きました。経験にて得た知識と経

験を活かして皆様の目標達成に貢

献したいと思います！

私の強み

◇ トレーナー歴 半年

◇ トレーニング歴 1年半

◇ パーソナル実績 Aさん（1.5ヶ月）

筋肉量+1.3kg・脂肪-6.8kg

◇ あなたに合うトレーニング選択

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

西森が一番カラダを変化さ

せた担当者です。カラダが

変わる過程を一番知ってお

りトレーニング面、食事面

からサポートができます。



船井 亜紀子 Akiko
Hunai

健康美が大好きで、常に探求して

います！外見だけではなく、内側

にも意識を向けて全力でサポート

していきます♪よろしくお願いし

ます。

私の強み

◇ トレーナー歴 6年

◇JFIAファスティングインストラクター1級

◇カラーセラピートレーナー

（色からのアプローチもできます）

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

トレーニングはもちろん

それ以外の体に関する知識

が豊富で健康美を追求した

いのであればこの担当者で

決まりです！

早川 宗一郎 Souichiro
Hayakawa

トレーニング好きを活かして、皆

様の目標達成へのお手伝いをした

いと思っています。一緒に理想の

体になってみませんか

私の強み

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 3年

◇ 陸上競技歴 10年（長距離）

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

ベストボディ出場予定担当

者です。トレーニング、食

事など詳しいところまで彼

に任せておけば大丈夫で

す！



中井 信之介 Shinnosuke
Nakai

学生時代から身体を動かすことが

大好きです。

皆様が楽しくトレーニングを続け

ていけるようやさしく丁寧に

サポートさせていただきます。

私の強み

◇ ハーフマラソン完走

◇ トレ－ナー暦 2年

◇ トレーニング暦 5年

◇ テニス四国大会出場経験あり

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

やさしく丁寧に皆さんのた

めに一生懸命に尽くせる担

当者です。優しさNO,1の彼

にちょっとした相談をもち

かけてみてください。

Hirai
Saori

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

店舗でのなりたいカラダの

1人です！彼女自身ボディメ

イクには力を注いでおりま

すので、秘訣が気になる方

は彼女にお声掛けください。

日々の生活にホリデイを！

健康的なカラダ、

女性らしいボディライン作りを

一緒に作って生きましょう♪

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 10年

◇ スイミング暦 5年

◇ ヨガ 5年

☆ 痩せる専門コース

☆ 水泳専門コース

平井 沙織

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/191/372/

