
豊橋店

開催コース ＆トレーナー紹介

トレーナー紹介

小林 崇洋
Takahiro
Kobayashi

もうちょっと痩せたい！

ここの肉をなんとかしたい！

日頃のトレーニングをさらに

充実したものにしましょう。

運動・食事について丁寧にサポー

トいたします！

私の強み

◇ トレーナー歴 7年

◇ 2020サマースタイルアワード

スポーツモデルルーキー部門 優勝

◇ 健康運動実践指導者

◇ NSCAトレーニング検定 2級

◇ JDACダンス指導員

担当可能コース

☆ 痩せる専門コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ダンス専門コース

☆ 身体機能向上コース

☆ ボディケアコース

・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

・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

・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

・テニス競技力向上
・マラソン完走
・跳躍力向上 など

https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pktoyohashi.pdf
https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbtoyohashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pdtoyohashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswtoyohashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pytoyohashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/psitoyohashi.pdf


高橋 菜穂 Takahashi
Naho

女性の気になる部分の引き締め、

ボディメイクを徹底的にサポート

させていただきます。自身も常に

トレーニングの事を考え、トレー

ニングに没頭しています。皆様の

目標の為にサポートいたします。

私の強み

◇ トレーニング検定 ３級

◇ トレーニング歴 6年

◇ 2か月で体脂肪率 -3％

◇ トレーニング指導歴 6年

◇ 専門：女性の気になるトレーニング

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

店長メッセージ

女性の幸せは自分が叶えま

す！と目標を持って担当し

てくれています。気になる

部分の相談から親身になっ

てサポートしてくれます！

酒井 健 Takeshi
Sakai

自身のボディメイクを追求する為

常にトレーニングの事を考えて

います。自身のトレーニング知識

を皆様に提供し、皆様に幸せに

なって頂きます！

私の強み

◇ トレーナー歴 ３年

◇ トレーニング歴 5年

◇ ボディコンテスト出場予定

◇ 体脂肪 13％

◇ ＲＩＳＯＢＯスコア 86

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

店長メッセージ

自身のボディメイクの為に

ストイックにトレーニング

を行っています。豊橋店

No1のトレーニング知識を

持つトレーナーです！



山崎 日奈子 Yamazaki
Hinako

ボディメイク、ヨガで心とカラダ

の健康を求めて自身もトレーニン

グに没頭しています！身体だけで

なく、ヨガで心も健康になってい

ただけるようにサポートいたしま

す！

私の強み

◇ ヨガ指導歴 7年

◇ トレーニング歴 8年

◇ NSCA トレーニング検定２級

◇ LAXMI YOGA 取得

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

ヨガの知識を多く用いて

カラダだけでなく心の健康

を提供しています。

心も健康にし、日常をもっ

と充実した生活に変えれる

トレーナーです！

加藤 有紀子 Yukiko
Kato

ヨガやストレッチポールなど、カ

ラダのコンディショニングには非

常に効果的な分野を担当していま

す。しっかりと効果が期待できる

ように担当致します。

私の強み

◇ ヨガ指導歴 11年

◇ シヴァナンダヨガ指導者養成

◇ シヴァナンダヨガ上級指導者養成

◇ 経路ヨガ指導者養成コース

◇ JCCA Basic Instructor

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

心地の良い声でしっかりと耳

に残り、効果を実感できま

す！ヨガだけでなく、

ストレッチポールの知識も

しっかりと期待にそえます！



佐々木 志帆 Sasaki
Shiho

カラダのケアは日常から繋がって

います。パーソナルで得た知識を

皆様の知識に変え、皆様が日常か

らカラダの為に行動で気うように

サポートいたします！

私の強み

◇ トレーニング検定 3級

◇ トレーニング指導歴 ３年

◇ ストレッチポール指導者 多数

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

トレーナー歴もながく、

ボディケアの為の知識も

高く、多くの指導経験を

持っています。皆様の健康の

為にサポートいたします！

堀田 佐知 Hotta
Sachi

入社以来健康のことを意識し、

日々トレーニング、ボディケアに

没頭している。今後もトレーナー

としての経験を積み、皆様を健康

にしていきます！

私の強み

◇ ホリデイスポーツクラブ

肩すっきりトレーニング

腰すっきりトレーニング

認定トレーナー

担当可能コース

☆ ボディケアコース

店長メッセージ

常に研究、スキルアップを

してるトレーナーです。

自身もトレーニングを実施

し、お客様の為にサポート

いたします！



近藤 和泉 Izumi
Kondo

お客様のニーズにあった内容で

少しずつ効果を実感して頂ける

様にサポート致します！

私の強み

◇ ヨガ指導歴 15年

◇ PFAヨガベーシック・アドバンス

◇ インスタイルフェイシャルヨガ

担当可能コース

☆ ボディケアコース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

ヨガの知識や技術はピカイチ！

ヨガの不明点は、全て解消

してくれる！頼れる

インストラクターです。

梅田 恭詞 Kyouji
Umeda

私の強み

◇ 機能改善体操B級指導員

◇ コンディショニングクラス歴 15年

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

☆ 身体機能向上コース

店長メッセージ

会員の方からの信頼もあり、

豊富な知識から、皆さんの

悩み解消へと導きます。

自らもボディケアを通して、姿勢

の改善、体調維持を達成いたしま

した。自身の経験をいかして、

皆様に健康になっていただく為に

サポート致します。

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/110/293/

