
鳥取店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

木下 祐樹
Kinoshita
Yuki

トレーニングに携わって15年！

これまで多くの方にトレーニングを

指導し、効果を実感して頂きました。

「本気で自分を変えたい！」その

第一歩を踏み出すサポートをします！

私の強み

◇ トレーナー歴 10年

◇ バスケットボール歴 13年

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 84

◇ トレーニング検定2級

◇ JCCAベーシックセブン取得

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

☆ ダンス専門コース

・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

・プライベートヨガ

・全身スッキリ♪
コロコロストレッチポール

・ラテンダンスステップ初級

・スイミングアカデミー

・ウェーブストレッチリング

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pktottori.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pytottori.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbtottori.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdtottori.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswtottori.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psitottori.pdf


石川 翔 Ishikawa
Sho

競泳歴10年。自身が選手として

活躍してきた際のトレーニング知識

を活かし、皆様をサポートします！

トレーニングも、スイムレッスンも

お任せください！！

私の強み

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 7年

◇ 競泳歴 10年

◇ 水泳指導歴 2年

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 89

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

筋トレも、パーソナルスイ

ムレッスンも、石川にお任

せ！丁寧な指導で、きっと

皆様を理想のボディへと

変えてくれます！

木原 昌也 Kihara
Masaya

カッコよくみえる体作りなら

木原にお任せください！

自分自身の減量体験を活かし、

皆様に合ったトレーニングを

ご案内していきます！

私の強み

◇ トレーナー歴 1年

◇ トレーニング歴 4年

◇ バスケットボール歴 9年

◇ 体脂肪10％

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 84

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

鳥取店No.1ムードメーカーが

トレーニングを楽しくサポート

いたします！トレーニングを

楽しみながらカッコよく見える

体作りをしていきましょう！



森田 直人 Morita
Naoto

トレーニングならお任せ！

筋肉を付けたい方、引き締めたい方、

大歓迎です！

優しく丁寧にサポートいたします！

一緒に頑張りましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 2年

◇ トレーニング歴 2年

◇ 野球経験 15年

◇ ベンチプレス100ｋｇ

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 85

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

ホリデイ鳥取店No.1の

筋肉自慢！豊富なトレーニ

ング知識と、栄養に関する

知識を持っています。

清水 優 Shimizu
Yu

栄養学に精通し、体の内側から

体作りをサポートしていきます！

皆様の理想の体型に近づけるよう、

精一杯サポートさせて頂きます！

私の強み

◇ トレーナー歴 1年

◇ トレーニング歴 1年

◇ 体脂肪10％

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 78

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

優しく丁寧な指導ができ、

きっとお客様にご満足頂ける

トレーナーです！

名前のように「優しく」親身に

なってご案内いたします！



山田 拓也 Yamada
Takuya

笑顔で皆様をサポートします！

トレーニングってキツい・ツラい

そう思っているあなた！

トレーニングの楽しさ・効果を

実感してみませんか！？

私の強み

◇ トレーナー歴 1年

◇ トレーニング歴 2年

◇ バレーボール歴 9年

◇ 生体情報工学履修

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

いつでも明るい笑顔が

トレードマークです。

彼と一緒にトレーニングを

すれば、楽しくなること

間違いなし！

谷口 倖盟 Taniguchi
Koumei

理学療法の知識を基に、

怪我などのリスク管理を行いながら、

安全なトレーニングを提供します！

筋力アップ・減量・健康増進、

何でもお任せください！

私の強み

◇ トレーナー歴 1年

◇ トレーニング歴 3年

◇ ハンマー投げ経験有

◇ 理学療法専攻

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

豊富な知識で皆様をご案内！

理学療法を基にケガなどの

リスク管理も充実！

自身も10ｋｇ以上の減量に

成功した実績もあり！



中井 朋子 Nakai
Tomoko

親身になって丁寧にサポート

いたします！

トレーニング初めての方、

苦手な方、大歓迎！

一緒にステップUPしていきましょう！

私の強み

◇ トレーナー歴 3年

◇ トレーニング歴 3年

◇ パーソナルトレーニング指導 2年

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

店長メッセージ

悩んでいる方に寄り添い、

親身になって丁寧に指導

致します！

自分自身の減量経験を基に、

皆様にご案内していきます！

石谷 依利子 Ishitani
Eriko

ホリデイ鳥取店の誇る、

ヨガのスペシャリスト！

ヨガ初心者の方から上級者まで、

幅広くサポートいたします！

私の強み

◇ インストラクター歴 9年

◇ ラジヨガ・リストラティブ・SUPヨガ取得

◇ ウェーブリングベーシック１・コア取得

◇ 砂丘ヨガプロデュース

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

☆ 身体機能向上コース

店長メッセージ

鳥取のヨガインストラクターと

いえば、この人！

ヨガを通じ、様々な角度から

皆様をサポート致します。

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/188/369/

