
三河安城店

開催コース ＆トレーナー紹介

・カラダのお悩み改善

・女性のためのボディメイク

・目的別トレーニング

・4,8,12回のコース別

・食生活サポート

・腰すっきりトレーニング

・肩すっきりトレーニング

・カラダ快適！筋膜リリース

・ジャズダンス

・カイロプラクティック

・初級クロール

・初級平泳ぎ

・ランニング

～目指せフルマラソン～

トレーナー紹介

榊原 朋子 Tomoko
Sakakibara

長年のトレーニング指導を活かし、

その人に合った理想のBodyを叶える

よう、お客様の立場になって、楽しくト

レーニングができるようサポートしま

す。

私の強み

◇ トレーナー歴 25年

◇ トレーニング歴 32年

◇ アディダスファンクショナルトレーナー

◇ ダイエットカウンセラー

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

トレーニングの知識、経験は誰よ

りも持っており、個々に合ったメ

ニューを作成してくれます。楽し

くトレーニングができること間

違いなし！

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkmikawaanjo.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbmikawaanjo.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdmikawaanjo.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psemikawaanjo.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswmikawaanjo.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psimikawaanjo.pdf


新美 貴子 Takako
Niimi

食事管理のメソッド、コーチングの

手法、そして自身のトレーニング経

験を活かし、お客様の望む体型へ

と導いていきます。

私の強み

◇ トレーナー歴 23年

◇ トレーニング歴 30年

◇ メンタルパワーパートナー協会認定

メンタルコーチ

◇ アスリートフードマイスター３級

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

キツいトレーニングでも優し

くサポートし、納得のいくアド

バイスをしてくれます。

ぜひお気軽にご相談くださ

い！

野田 晃義 Akiyoshi
Noda

学生時代に得たトレーニング知識

を活かし、カラダ・食事など全力で

サポートしていきます。

一緒に健康になりましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 ２年

◇ トレーニング歴 ２年

◇ 健康運動実践指導者

◇ トレーニング検定

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

プログラムでは店舗No.1の

実績ですが、トレーニングに

おいても知識が豊富！

彼のアドバイスで、健康にな

れること間違いなし！



伊神 朱香 Ayaka
Ikami

産後も自分自身の体型維持のため

隙間時間でトレーニングを行って

います。女性の悩みに寄り添って

トレーニングを全力でサポートして

いきます。

私の強み

◇ トレーナー歴 11年

◇ トレーニング歴 11年

◇ ボディメイクインストラクター

◇ ダイエットインストラクター

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

女性だからこその悩みに寄り

添うところは店舗でもNo.１。

トレーニングにおいても知識

が豊富！ぜひお気軽にご相

談ください！

川西 絃太 Genta
Kawanishi

私の強み

◇ トレーナー歴 １年

◇ トレーニング歴 １年

◇ サッカー経験 １４年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

ひとつひとつのトレーニング

をわかりやすくアドバイスで

きます。彼のサポートなら痩

せやすいカラダへと導いてく

れます。

トレーニングを通して、短期的でな

く長期的に痩せやすいカラダにな

れるようサポートします。全力でア

ドバイスします。一緒に痩せやすい

カラダを目指しましょう！



伊藤 裕美子 Yumiko
Ito

マラソンでは初心者の方から経験

者までその方のニーズに合わせて

アドバイスできます。また、ポール

を使用し、カラダがすっきりできる

ようにサポートします！

私の強み

◇ マラソン歴 10年

◇ トレーニング歴 10年

◇ 筋トレインストラクター

◇ ゆがみ矯正インストラクター

◇ 整体セラピスト

担当可能コース

☆ 瘦せる専門コース

☆ 身体機能向上コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

マラソンのことなら伊藤さん

に聞けばわかる！また、ポー

ルで体をリラックスさせ、皆

さんを癒し空間へ連れて行っ

てくれますよ！

星野 敏博 Toshihiro
Hoshino

自らの知識経験を活かし、お客様

の個々に合ったアドバイスを行って

いきます。

皆様の健康づくりと病気予防のお

手伝いが出来たら幸いです。

私の強み

担当可能コース

☆ 整体専門コース

☆ 水泳専門コース

店長メッセージ

整体院院長であり、水泳指導

経験も豊富。健康になるため

の方法を、整体師の観点から

アドバイスしてくれます！

◇ 整体指導歴 27年

◇ 水泳指導歴 10年

◇ 整体院 院長

◇ 水泳指導管理士



石田 光 Hikari
Ishida

正しいカラダの使い方を知り、カラ

ダの変化を感じたときの喜びを多

くの皆様にも感じていただきたい

です。一緒に楽しみながらカラダづ

くりをしましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 ２年

◇ トレーニング歴 ２年

◇ スキンケアアドバイザー

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

「美」に対しての探究心は誰

よりも持っています。

より美しい姿勢を手に入れた

い方は、ぜひ石田にご相談く

ださい！

平山 樹 Itsuki
Hirayama

私の強み

◇ トレーナー歴 ２年

◇ トレーニング歴 ５年

◇ 野球経験 １５年

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

相手のペースに合わせて、丁

寧にサポートできるのが彼の

強みです。

彼ならカラダを正しい姿勢へ

導いてくれます。

凝り固まったカラダをひとつひと

つ丁寧にサポートし、皆様が正しい

姿勢になれるよう全力でアドバイ

スします。一緒にカラダをリセット

しましょう！

https://holiday-admin.hacomono.jp/#/schedule/tables/108/studio-rooms/291/

