
トレーナー紹介

とも子 Tomoko

産後も妊娠前の体型を維持できる

よう日々トレーニングと食事管理

を行っており、体脂肪率を12～

13%に維持しております。女性な

らではのお悩み解決をサポートし

ます。

私の強み

◇ トレーナー歴 ３年

◇ トレーニング歴 6年

◇ 体脂肪12～13％を

6年間維持してます!!

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

店長メッセージ

とも子IRは、自身の減量経

験もあり、知識を豊富です。

何より長期間体型を維持す

る事に長けています。

ぜひご相談ください！

福岡梅林店

開催コース ＆トレーナー紹介

・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

・フリーウエイトサポート
・自体重メニュー 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

・初級/中級/上級レッスン
・体幹トレーニング

・JAZZダンス基礎

https://www.holiday-contents.com/personal-lp/
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pbumebayashi.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pkumebayashi.pdf
https://holiday-personal.com/wp-content/uploads/pswumebayashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp-content/uploads/pyumebayashi.pdf
https://www.holiday-personal.com/wp content/uploads/pdumebayashi.pdf


村山 ミーナ Murayama
Mina

運動が好きでトレーニング、アウ

トドア、ヨガ、太極拳を楽しんで

今に至ります。お客様のマイナー

トラブル改善のお手伝いができま

したら幸いです。

私の強み

◇ トレーナー歴 35年

◇ jccaベーシックインストラクター

◇ 公認太極拳B級指導員

◇ 健康運動指導士

◇ AFAA YOGA

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

☆ スイム専門コース

店長メッセージ

村山IRは、経験値と人体の

知識が豊富で若い頃からベ

ンチプレスでトレーニング

していたそうです。安心感

NO.1！ぜひご相談下さい。

荒巻 智尋 Aramaki
Chihiro

トレーニングが大好きで、最低

週3日はトレーニングに励んで

おります。私の最大級の筋トレ愛

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 4年

◇ トレーニング歴 3年

◇ 2ヶ月で体脂肪率－6％達成

◇ ベストボディジャパン

⇒準グランプリ

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

荒巻IR自身大会出場に向け

減量や食事の知識も申し分

ありません！明るさNo1の

彼女にぜひご相談くださ

い！



竹内 直樹 Takeuchi
Naoki

スポーツ学部を専攻し、性別問わ

ず幅広い年齢のお悩みを解決する

自信が私にはあります。カラダが

変わっていく楽しさをお届けしま

す。よろしくお願いします。

私の強み

◇ トレーナー歴 3年

◇ トレーニング歴 3年

◇ 健康運動指導士

◇ JATI-ATI

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

竹内IRは、学生時代からス

ポーツを専攻し、幅広い

ニーズを叶えてくれます。

楽しくトレーニングしたい

方に特におすすめです！

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

福元 大介 Fukumoto
Daisuke

専門時代に、トレーナー実務を

通して、プロやアマチュアなど

アスリートの育成に携わりまし

た。その経験を、皆さんのパー

ソナルで活かしていきます！

◇ トレーナー歴 11年

◇ トレーニング歴 14年

◇ バスケット歴 12年

◇ 体脂肪率 10％

◇ トレーニング資格多数保有

☆ 筋トレ特化コース

☆ ボディケアコース

☆ 痩せる専門コース

トレーニング、ボディケア

ダイエットの種類を担当し

ます！私の経験を皆さんの

結果に繋がるよう全力でサ

ポートします♪



臼井 夏希 Usui
Ntsuki

理想、目標を叶えられるようにサ

ポートしていきます。特にダンス

が得意なので一緒に楽しく頑張っ

ていきましょう！

私の強み

◇ ダンス歴 17年

◇ スポーツリーダー資格あり

◇ 6年間体重キープ

担当可能コース

☆ ダンス専門コース

店長メッセージ

ダンス歴17年と、経験値は

No1です！基本的な動きか

ら、上級者テクニックまで

幅広く指導が可能です！ダ

ンスの相談は臼井IRまで！

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

山口 優花 Yamaguchi
Yuka

ホリデイで過去多数のスイミング

レッスンを担当させて頂きました。

その経験を元に、クロール平泳ぎの

泳ぎ方の極意を伝えていきます！

◇ スイム歴 6年

◇ スイムレッスン担当経験多数あり

◇ 述べ数百名のレッスンを担当

☆ スイム専門コース

多くのスイムを担当してき

ており、経験も豊富です！

その経験を元に、あなたの

泳ぎの悩みを解決してくれ

ます！



吉松 陽子 Yoshimatu
Youko

ずっと好きな事が続けられるカラ

ダでいたい方。よりご自身に合っ

たオリジナルメニューを一緒に実

践してみませんか？

Let`s マイトレ！

私の強み

◇ インストラクター歴 22年

◇ ヨガ資格多数保有

◇ ピラティス資格あり

担当可能コース

☆ ヨガ専門コース

店長メッセージ

ピラティスヨガを専門に指

導。何と言っても指導歴22

年と圧倒的な経験値で指導

を行い、初心者でも優しく

サポートしてくれます♪

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

春木 浩輔 Haruki
Kousuke

筋トレにおいて解剖学的な骨と

筋肉のつながりを意識すること。

僕の持ってる最大限の知識と、

経験を活かしてサポートし、成

長を共に喜び合いたいです！

◇ RISOBOスコア 85点

◇ 体脂肪率 9％以下キープ

◇ トレーニング意識勉学中

☆ 筋トレ特化コース

朝から晩まで筋トレ漬けの

男です。暇さえあればト

レーニング。トレーニング

愛が溢れる担当者です！何

でもご相談下さい。



橋本 寛風 Hashimoto
Hirokaze

週4日トレーニングを欠かさず継

続中。これまでの経験や知識をフ

ル活用して皆様の目標に向けて全

力でサポートしていきます！

私の強み

◇ 体脂肪率 10％以下キープ

◇ 栄養学勉学中

◇ 健康運動指導士勉学中

担当可能コース

☆ 筋トレ特化コース

店長メッセージ

ベストボディに参加するた

めに、日々トレーニングに

精進しています。自身で学

んだことを、あなたのサ

ポートでお役にたてます♪

私の強み

担当可能コース

店長メッセージ

鎌田 洋輔 Kamada
Yousuke

週4日筋トレを継続中。大学にて、

運動に関する知識や資格を現在

勉学中となります。僕と一緒に

かっこいいボディを作り上げて

いきましょう！！！

◇ スポーツ科学部に所属

◇ ベンチプレス20キロ増に成功

◇ スクワット40キロ増に成功

◇ デットリフト40キロ増に成功

◇ 資格取得に向け勉学中

☆ 筋トレ特化コース

ベストボディに参加するた

め、日々トレーニングを

行っています。自身で学ん

だことで、あなたのトレー

ニングの悩みを解決！！



https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/127/310/

