
名古屋中川店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

田原 光樹
Teruki

Tahara

トレーニングが苦手、トレーニング

をしても効果が出ない。という方に

親身になってご提案！きっとトレー

ニングが好きになっていただける

ようサポート致します！

私の強み

◇ トレーナー歴 12年

◇ トレーニング検定 2級

◇ ダンス歴 11年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンス専門コース

☆ 水泳専門コース

・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
・腰すっきりトレーニング
・ペアストレッチ など

・初級クロール
・初級平泳ぎ など

・ダンス基礎
・ラテン など

https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbnakagawa.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswnakagawa.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdnakagawa.pdf


鈴木 杏樹 Suzuki
Anju

運動やトレーニングを楽しみに変え、

習慣化させ、成功へと導きます。

お客様の毎日を明るく、幸せにで

きるようサポートします！

心もカラダも健康にしましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 8年

◇ トレーニング歴 8年

◇ 全米ヨガアライアンス資格保有

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 80

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンススキルアップコース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

女性らしいカラダを手に入れ

たいという方にオススメのト

レーナー！ついていきたい、

そんな風に思えるトレーナー

です！

別所 莉奈 Rina
Bessyo

管理栄養士の資格を保有しており、

トレーニングだけでなく、食事のサ

ポートもしっかり行います。食べて

痩せたいという方にもしっかりサ

ポート！

私の強み

◇ トレーナー歴 ３年

◇ 管理栄養士

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

管理栄養士の資格を持って

いる為、バランスのいい食事

からダイエットの食事サポー

トまでしっかりサポート致し

ます。



小川 さやか Sayaka
Ogawa

痩せるだけではなく、動きやすい身

体を作っていく楽しさを伝えたいと

思っています。いつまでも健康な身

体でいられるよう、私と一緒にト

レーニングを頑張りましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 ３年

◇ トレーニング歴 5年

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

過去の経験を活かしながら

お客様の目標が達成できる

よう全力でサポートしてくれ

ます！

服部 洋子 Yoko
Hattori

肩こりや腰痛など、不調を抱えてい

る方、お任せください！

一人一人に合ったボディケアで柔

軟性の向上や、可動域拡大を行っ

ていきます。

私の強み

◇ストレッチトレーナー経験豊富

◇トレーニング経験 2年

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

ストレッチ専門店での施術経

験もあり、スキルはピカイチ

です！身体に悩みがある方

は是非ご相談ください！



加藤 一平 Ippei
Kato

私自身も、コンテスト出場の為に、

シェイプアップを実践し、体脂肪率

8％まで減量しました。皆さんへ効

率的に痩せる方法をご提案致します。

私の強み

◇ トレーナー歴 1年

◇ トレーニング歴 5年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

コンテスト出場の為にカラダ

を絞った経験をもとに、様々

なトレーニングをご提案でき

ます！

犬飼 夏菜子 Kanako
Inukai

デコルテ周りを中心にリンパを流

して小顔、肌艶UP効果を期待でき

る施術を行います。

是非お申込みください。

私の強み

◇自身でエステ店を実施

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

自身でエステを実施しており、

経験豊富！トレーニングだけ

でなく、外見を良くしたいと

いう方は是非お申込みくだ

さい！



店長メッセージ

知識・技術・信頼・1級品。

とくにカラダを変えたい方に

おすすめです。

あなたの悩みをわかりやすく

効果的に解決します。

奥村 由佳 Yuka
Okumura

私自身も、筋肉量を増やすためト

レーニングを積んできました。

これまでの経験を活かし、参加者の

方に前向きに取り組んで頂けるよう

サポートしていきます！

私の強み

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 15年

◇ バドミントン歴 15年

全国チャレンジカップ団体戦優勝

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 82

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

トレーニング歴も長く、知識も

豊富です。培ってきた経験を

活かし適切なサポートをして

くれます！

榊原 朋子 Tomoko
Sakakibara

長年のトレーニング歴と、指導歴を

活かし、その方の理想のBｏｄｙを

叶えるサポートをしていきます。

お客様の立場になって、

楽しくトレーニングが出来るように

工夫してまいります。

私の強み

担当可能コース

◇ 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

◇ JAFA ADD ADE

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース



店長メッセージ

トレーニングから健康に至るま

でのトレーナー経験が豊富。

理想のカラダを手に入れる

サポートをしっかり致します！

小椋 かおり Kaori
Ogura

コンディショニング＆トレーニングを組み

合わせて行う事で体はより機能的に、より

日々向上する変化を感じて頂けます。体の

さまざまな不調だけでなく、体の使い方、

動かし方を改善してみませんか？

私と一緒に体感していきましょう。

私の強み

担当可能コース

◇ マスターコンディショニングトレーナー

◇ エアロビック指導員

◇ 健康運動実践指導者

◇ 文部科学省公認フィットネストレーナー

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

多くの経験を持ち、メンタ

ル的にもサポートしてくれ

ます！心とからだの健康

の為に徹底サポート！

新美 貴子 Takako
Niimi

トレーニングが嫌いな方、苦手な方、

私のところにぜひ来てください。

自分の身体が変化する喜びや楽しさ、

充実感を味わいましょう。あなたもトレー

ニングが大好きになれます。身体が変われ

ば心が変わり、人生も変化していきます。

一緒に素敵な未来を作りましょう！

私の強み

担当可能コース

◇ AFFA YOGA

◇ メンタルパー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

◇ 一般社団法人マインドフルネス

瞑想協会認定講師トレーナー歴 1年

☆ 痩せる専門コース

☆ ダンス専門コース

☆ ボディケアコース



店長メッセージ

パーソナルセッション実績豊富

の担当者です。

減量、ボディメイクともに活躍

してくれます。

加藤 慎悟 Shingo
Kato

コンディショニング＆トレーニングを組み

合わせて行う事で体はより機能的に、より

日々向上する変化を感じて頂けます。体の

さまざまな不調だけでなく、体の使い方、

動かし方を改善してみませんか？

私と一緒に体感していきましょう。

私の強み

担当可能コース

◇ パーソナル実績、月120セッション

◇ ベンチプレスMAX165ｋｇ

◇ 個人でもパーソナルジムを運営

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

池田 将司 Masashi
Ikeda

痩せるためのトレーニングだけで

なく、ボディメイクまでトレーニング

についての知識をしっかりと兼ね

備えております。是非私にご相談く

ださい！

私の強み

◇パーソナルジムで勤務経験あり

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

パーソナルトレーニングジム

で働いていた経験もある為、

知識は豊富！皆様に親身に

なってサポート致します。

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/195/376/
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