相模原店

開催コース ＆ トレーナー紹介

・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

・ヨガスキルアップ
・ヨガde姿勢改善

・肩すっきりトレーニング
・腰すっきりトレーニング
・ストレッチ など

・ダンス基礎
・ラテン など

・カラダスッキリ整体

・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

Coming Soon…
・つまずき防止
・マラソン

トレーナー紹介

浜北

恵

Megumi
Hamakita

根本的な不調を改善することを
第一に考えて全てのトレーニング
をお伝えしていきます！
トレーニングを通じて、健康的な
カラダを手に入れていきましょう

私の強み
◇ トレーナー歴 7年
◇ 各種 資格所有
◇ 100名以上の方を担当
◇ 体脂肪16％
◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 88

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
☆ 整体専門コース
☆ 水泳専門コース
☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

トレーニングの知識が豊富で、
お客様からの指名率、店舗
№1の実績を持っています！
ダイエット～整体まで幅広く
皆様のご要望にお応えします

塚田

友紀乃

Yukino
Tsukada

最低週3日は自分でトレーニングに
励んでおります。女性担当者だから
こそ、柔軟なサポートが可能です。
私の筋トレ愛をお客様の目標達成
にお役立てできれば幸いです。

私の強み
◇ トレーナー歴 8年
◇ トレーニング歴 5年
◇ 健康運動実践指導者 取得
◇ 体脂肪率 -10％ に成功
◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 80

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース
☆ ダンス専用コース

店長メッセージ

塚田自身、過去の減量成功経
験があり、食事の知識も豊富
です。お客様に寄り添い、
お客様のなりたい。をサポー
トしてくれる担当です。

田代 大和

Yamato
Tashiro

３年間体づくりのためにトレーニン
グをして、体重を１０キロほど増や
すことに成功しました。
皆様に楽しく接しながらトレーニン
グをサポートさせていただきます。

私の強み
◇ 野球歴 15年
◇ トレーニング歴 10年
◇ NSCA トレーニング検定 3級

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース
☆ 筋トレ特化コース
☆ 水泳専門コース

店長メッセージ

1人1人に寄り添ったアドバイ
スと最高のスマイルで皆様を
楽しくサポートいたします！
楽しく効果を出したい方にオ
ススメです♪

井手 楓香

Fuka
Ide

パーソナルを通じて、皆様の心とカ
ラダを軽くしていければと思いま
す。皆様を全力でサポートいたしま
す。私と一緒にラクなカラダを手に
入れましょう！

私の強み
◇ トレーニング歴 5年
◇ バレーボール歴 10年
◇ ペアストレッチ10名以上担当
◇ NSCA トレーニング検定 3級
◇ JWI ZUMBABasic1 取得

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

持ち前の笑顔と知識で、ラク
なカラダへと導きます！
聞き上手を活かして、お客様
の悩みに寄り添い解消する
こと間違えなしです！

馬場

美咲季

Misaki
Baba

過去に体脂肪率23％から15％以
下まで落とした経験があります。
運動初心者の方を中心に様々な年
代の方のトレーニング指導経験が
あります！「体を変える」楽しさを
感じてもらえるようサポートします。

私の強み
◇ インストラクター歴 ８年
◇ ライフセービング歴 4年
◇ ストレッチポールベーシック(ＪＣＣＡ認定)
◇ JWI STRONGNATION

資格取得

◇ REEJAM POPSTARJAPAN

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

多数の資格を保持しており、
会員様から絶大な信頼を得
ております。幅広い知識の提
供やトレーニングを通じてお
客様の身体を変えます！

権藤

慶久

Yoshihisa
Gondou

スポーツトレーナーの専門学校で
はパーソナルトレーナーも専攻し、
実践も積んできました！“身体が変
わる喜び”を一緒に味わっていきま
しょう！！

私の強み
◇ JATI-ATI
(日本トレーニング指導者)
◇ 健康運動実践指導者
◇ 筋肥大、筋肉量UPが得意分野

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

知識と熱量は店舗一！！
お客様の身体を変えたい！
という 強い 思 い が溢 れるト
レーナーです！身体を大きく
したい男性にお勧めです。

加藤 理世

Riyo
Kato

「その方に合った内容」を一番に心
がけ、分かりやすい内容でご案内
をしてまいります。
パーソナルだからこそできる内容
で楽しく結果を出しませんか？
私の強み
◇ スイミング指導歴 6年
◇ 20名以上の指導歴あり

担当可能コース

☆ 水泳専門コース
☆ 筋トレ特化コース
☆ ボディケアコース

店長メッセージ

20名以上の指導歴があり、多く
のお客様から好評の声を頂いて
いる人気インストラクター！
持ち前の笑顔で、「お客様に合っ
た内容」をご提供いたします。

阿部

美津子

Mitsuko
Abe

ヨガを通じて、カラダとココロを健
康へと導いていきます。
お一人お一人に合わせたポーズを
セレクトして、ご自身に合ったヨガ
をご提供していきます。
私の強み
◇ WKYAヨガ協会インストラクター認定
◇ IYCウェルエイジングヨガ認定
◇ ヨガ指導歴11年
◇ マンツーマンでのヨガ教室開校歴5年

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

担当するクラスは常に満員！
人気インストラクターがマン
ツーマンでヨガの基礎から応
用までご案内いたします。

小林 真弓

Mayumi
Kobayashi

15年間のヨガ歴を活かして、
様々な分野のヨガをご案内いたし
ます。
自分に合ったヨガを一緒に見つけ
ていきませんか？

私の強み
◇ ヨガ歴 15年
◇ ヨガ指導歴 5年

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

常にお客様に合った内容をセ
レクトし、多くの方から親しま
れる人気インストラクター！ヨ
ガを深めたい、カラダの不調
を直したい方にオススメです

八木 愛里

Airi
Yagi

5年間フィットネスクラブで勤務を
し、トレーニング指導を行ってきま
した。パーソナルトレーニングを通
して皆様の「なりたい自分」になれ
るようサポートしてまいります。
私の強み
◇ トレーニング歴 5年
◇ トレーニング指導歴 3年
◇ フィットネスクラブ勤務歴 5年

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

笑顔と若さでフレッシュにお
客様をサポートいたします！
女性ならではの悩みやトレー
ニング指導はお任せください。

水井 祐輔

Yusuke
Mizui

幅広い年代層の方にトレーニングを
行った経験を活かして、経験者から
初心者の方まで理想のカラダへ導き
ます。1人1人にあった理想のカラダ
を見つけていきましょう！

私の強み
◇ トレーニング歴 10年
◇ トレーナー歴 9年
◇ パーソナル50名以上担当
◇ NSCA トレーニング検定 2級
◇ JAFA ADI 取得

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
☆ 水泳専門コース

