
鈴鹿店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

松尾 幸枝 Sachie
Matsuo

豊富な経験と知識で、皆様をバック

アップ！性格や生活リズムに合わ

せたご提案をして、目的達成に導

いていきます。どんなことでもまず

は松尾に相談してください！

私の強み

◇ トレーナー歴 20年

◇ ダンス歴（HIPHOP他） 10年

◇ 店舗No.1パーソナル実績

◇ 全コース担当可能

◇ 保有資格多種多彩

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

☆ 身体機能向上コース

☆ 整体専門コース

☆ ヨガ専門コース

・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

・ハンドマッサージ
・フットマッサージ

・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

・つまずき防止
・マラソン

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pksuzuka.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pysuzuka.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbsuzuka.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdsuzuka.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psesuzuka.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswsuzuka.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psisuzuka.pdf


私の強み

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

横山 楓 Kaede
Yokoyama

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

スタイル抜群で男女問わず

人気の高いインストラクター。

ワークアウトプログラムを担

当してさらにシェイプアップ

し、磨きがかかっています！

ただ痩せるだけじゃない！

昔の自分に戻らない、新しい身体作り！

自身も過去に大幅減量成功！

ただ痩せるだけじゃなく、元に戻りにくい

痩せ方をご提案します。

私と一緒に頑張りましょう！

◇ ホリデイ認定トレーナー

◇ バスケットボール歴 10年

◇ モダンバレエ歴 10年

◇ 14kgの減量に成功

伊藤 琴音 Kotone
Ito

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

元気で明るく、相手を思い

やったご案内ができます！

結果を出すためにアメとムチ

を使い分け皆さんのやる気

を引き出します！

女性は筋トレ、男性は有酸素で

身体を引き締める！

幼少期からスポーツ女子として生きてきた私が、

スポーツ専門学校で学んできた知識をお伝えしま

す！

走る時のコツや腹圧のかけ方などの基本動作を

習得して、より効果を上げていきましょう！

◆ ホリデイ認定トレーナー

◆ 球技歴 9年（バスケ・ハンドボール）

◆ 高校の24ｋｍクロスカントリー大会

女子部門 1位



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

友井 美保 Miho
Tomoi

●痩せにくくなった

●体脂肪が減らない

あなたのお悩みを解消する、あなたのためのト

レーニングをサポート！

私と一緒に、心も体もすっきりさせていきま

しょう！

私の強み

◇ 過去にパーソナル担当

◇ ひめトレ講座担当

◇ 「フィットネスフラサークル」開催

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 身体機能向上コース

☆ ボディケアコース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

鈴鹿店オープン時から今もな

お人気のインストラクター。

信頼も厚く、わかりやすい・

丁寧な指導に定評がありま

す！

小林 大士 Hiroshi
Kobayashi

◇ Ｒｉｓｏｂｏスコア 80

◇ 剣道県大会 団体戦3位

個人3位

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

老若男女、年代問わず普段の

接客はとても優しい！

トレーニングの楽しさを知っ

た彼が皆様の健康をサポート

します！

トレーニングの楽しさを知り

自身の体も変えられました！

その経験から、皆様に合った

サポートをご案内します！



稲谷 幸奈 Yukina
Inatani

飽き症な自分が続けられることは

楽しいことだけ！皆様にも楽しく

長く、続けて頂けるように、指導し

ていきます！

私の強み

◇ チアリーディング全日本学生

選手権大会 準優勝

◇ チアリーディング関東選手権大会

3位

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

おっとりした外見と正反対で

バシッと伝えたいことを

はっきりを言ってくれる

指導がウリです！

中村 愛 Ai
Nakamura 

皆さんとのコミュニケーションを

大切に、楽しく会話しながら

指導致します！

身体のお悩み等、お気軽に

ご相談ください。

私の強み

◇ コミュニケーション能力が高い

◇ プールプログラムでの高集客

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

コミュニケーション能力が

高く、会員様からの質問や

相談によく乗ってくれていま

す。信頼度の高いスタッフで

す！



私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

斉藤 広子 Hiroko
Saitou

皆様の心と体がよりハツラツと、

充実した毎日となるようにお手伝

いをさせていただきます！

お気軽にお声がけください！

私の強み

◇ トレーナー歴 ４年

◇ 全米ヨガライアントRYT200取得

◇ 健康リズムカウンセラー

◇ 生活リズムアドバイザー

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

過去にパーソナルの担当経

験あり！そのノウハウを活か

し、ハツラツをした毎日を過

ごせるよう健康な身体作りを

サポートします！

中浜 亜希子 Akiko
Nakahama

◇ 10キロの減量に成功

◇ ヨガ指導歴21年

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

トレーニング方法や食生活を見直し

て、筋力UPやシェイプアップをす

るだけではなく、しなやかで強い、

元気に過ごせる身体をつくって

いきましょう！

経験豊富で丁寧かつ明確な

指導に定評があります！

専門知識をふんだんに取り

入れたアドバイスが楽しみに

なること間違いなしです！



油田 直美 Naomi
Yuda

私の強み

◇ パーソナルトレーナー歴10年

◇ ヨガ指導歴 13年

◇ フルマラソン歴23年

◇ マラソンクリニック講座 担当

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

☆ 身体機能向上コース

店長メッセージ

パーソナルトレーナーとしての

実績や今までの経験を活かし

目的達成に向けて指導して

いきます！

パーソナルトレーナーとして

も活躍されているので、信頼

度はNO1！経験を活かして

皆様のご要望にお応えでき

ると思います！

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/112/295/

