


筋力トレーニングで

基礎代謝ＵＰ

担当者：安藤 邦浩

基本が大事

5月

特別企画

基礎代謝とは…

私達が無意識に行っている生命活動で必要になる
エネルギー消費。
例えば
体温調整や呼吸・心拍など生きるための活動は
寝ているあいだにも休むことなく続けられています。



基礎代謝を上げるには…
筋力トレーニング！（ 特に大筋群のトレーニング ）

基礎代謝が下がることによる悪影響
■ 冷え性
■ 低血圧
■ 疲れやすい

また、摂取した栄養素がエネルギーとして使われず
余るようになり、脂肪に変わって体に蓄積されます。

トレーニングの方法・ポイント・フォーム など

その部位にしっかりと効かせられるように

基本を大事にサポートさせていただきます。

参加費 ：３，３００円（税込）

定員 ：２名（最少開催人数２名）

開催日程：① 月曜日 → 14：00 ～（50分間）
② 水曜日 → 12：00 ～（50分間）
③ 土曜日 → 18：00 ～（50分間）
※ 上記日程以外でご希望の場合は、ご相談ください。

ホリデイスポーツクラブ函館

胸脚全体 お腹
など…



少人数
レッスン

5月
特別企画

これらのお悩みは…ご安心下さい☆
解決の為のヒントや練習方法をご案内致します♪

・かっこよく、可愛く、キレキレで踊ってみたいけど…
・身体を上手く使えるようになりたいけど…
・ダンスをしてみたいけどはじめてでもできるかな…
・健康の為にダンスで汗を流せるようにてなりたいけど…



■実施日＆クラス紹介

クラスは４種類から♪お悩みに併せて選んでご参加下さい！

①身体の使い方編（アイソレーション・基礎）

⇒ダンスの基礎や身体の使い方を
レクチャー！コツを掴もう♪

②ダンスステップ（初級編）

⇒ベーシックなステップをご紹介！
悩みや苦手意識のある方はこちらへ！

③ダンスステップ（中級編）

⇒ステップの難易度をＵＰしたクラス
マスターして自信を付けよう♪

④ダンスプログラムステップ編

⇒ダンスプログラム等でよく出る
ステップを習得できるクラス！

・ダンス歴16年

・ダンス指導歴5年

・ダンス系専門学校卒業

担当

青島 詩織

豊富なダンス経験を活かし
分かりやすく皆様へダンスを
レクチャーしていきます！

■金額 1回 45分 3,300円(税込)

■定員 各枠3名 (最少開催人数 2名 )

■場所 ホットスタジオ ※低温にて実施

ホリデイスポーツクラブ函館

5/23（火）10：00～

5/31（水）10：00～

5/24（水）10：00～

5/22（月）10：00～



プールがあるのは知っているけど私泳げないし・・・
泳げるけど息が苦しくて・・・

そんなことで悩まないでください♪
お客様１人１人のお悩みに合わせたスイム指導を実現致します。

泳ぎが楽しくなる・楽になるコツ等もご案内します！

◆開催時間

右記の日程でご参加ください ⇒
※担当者との日程調整も可能です

◆定員数
1枠3名 最少開催人数2名

◆料金
1回（60分）3,300円（税込）

◆参加方法
オンライン予約サイトからチケットの購入もしくはフロントにて現金精算

5月
特別企画

少人数

レッスン

②5/24（水）12：00～

④5/28（日）14：00～

③5/25（木）18：00～

⑤5/29（月）12：00～

※ 上記以外の日程ご希望の場合は
ご相談ください！

①5/22（月）12：00～



泳ぎが苦手という人に聞いた！

泳ぐ際の難しいポイントは？

呼吸が上手く出来ない・・・

カラダが沈んでしまう

口に水が入ってしまう などなど・・・

苦手なんだけど
どうしたら・・・

皆様が悩んでいるポイントを丁寧に解説・実践していきながらゆっくりと進めますので

安心して泳ぎを上達できます！

◆担当者

ホリデイスポーツクラブ函館

中川 直弥

水泳歴8年
幼少時より水泳を経験。
トライアスロン出場の為

現在も泳ぎを続けています！
４泳法の基礎はもちろん
お客様のご要望に合わせて
幅広い指導を行います！
これまで30件以上の

スイムレッスンを担当しています♪
お気軽にお申込下さい！

そのお悩み私にお任せください！
私が全力サポートします！



5月
特別企画

かがんだり起き上がる時に腰が痛い…

階段を上り下りする時に膝が痛い…

そんなお悩みをお持ちの方、必見！！！



どんな事をするの？

1人1人の痛みの原因や特徴を見つけ出し、
改善に必要なトレーニングとストレッチを一緒に行います。

正しいフォームでトレーニングを行い、
安全かつ質の高いトレーニングをご案内致します！

参加後のトレーニングが不安…という方もご安心下さい！

解説付きのメニューシートをお渡しします。

初めての方も、ぜひお気軽にご参加下さい！

① 毎週月曜 13：00 ～（60分間）

② 毎週火曜 14：00 ～（60分間）

④ 毎週土曜 14：00 ～（60分間）
※60分間で実施。ご都合の良い時間でご参加下さい。

1回 3,300円（税込）各枠先着3名
※最少開催人数2名

ホリデイスポーツクラブ函館

世界クラシックベンチプレス大会
3年連続優勝

世界ベストリフター獲得
JLESAトレーニングサポーター認定

当企画を2ヵ月間で12件担当！！！

本堂 正達



ストレッチポールで

ゆがみ解消
こんな悩みありません？

デスクワークや立ち仕事により、体の同じ部分ばかりに

体重がかかり続けます。

その結果・・・

血行不良によって筋肉が凝ってしまいます。

そんな皆様にオススメなのが

5月
特別企画

少人数
レッスン

猫 背 肩がおちている



ホリデイスポーツクラブ函館

5 月 23 日 (火)

14：00 ～

※ご希望があれば、別日程でも開催調整可能です。ご希望の方は担当者までお声掛けください。

定 員

最大5名

※2名以上で開催

時 間

5０分

料 金

3,300円(税込)

場 所

ホットスタジオ
もしくは

スタジオ

※ ご希望があれば、マンツーマン 60分 1回コース 7,700円（税込）も承ります。

ご希望の方は担当者までお声掛けください。

竹内 捺芽本堂 正達

5 月 23 日 (火)

12：00 ～

コロがればコロがるほど

楽になっていく



5月
特別
企画

メリハリのある若々しい身体を
一緒に目指しませんか？

元世界ベンチプレスチャンピオン指導
現59ｋｇ級世界記録保持者



☆ 一人ひとりにあったトレーニングメニュー
を作成して実施してもらいます！

☆ かっこいい美しい見た目になる為に必要な
トレーニングの正確なフォームを分かりやすく
お伝えします！若返り効果大！

☆ 正しいフォームでトレーニングをしていくことで
安全で効果の高いトレーニングができます！

① 毎週月曜 21：00 ～（60分間）
② 毎週木曜 15：00 ～（60分間）
③ 毎週日曜 16：00 ～（60分間）
※ 上記日程以外でご希望の場合は、ご相談ください。

3,300円（税込）
限定：2名

（ 最少開催人数2名 ）

世界クラシックベンチプレス大会
3年連続優勝

世界ベストリフター獲得
JLESAトレーニングサポーター認定

本堂 正達

ホリデイスポーツクラブ函館

参加費

定員

開催日程：①



予約サイトはこちら

新規アカウント登録はこちら

事前予約制（オンライン予約）
→予約可能時間が異なります。各企画の

プログラム紹介をご確認ください。
１

登録は１人１アカウント
→予約、登録できるのはご本人様

のみです。
２

参加チケットを購入
→ご希望の企画に合わせたチケットの

購入をしてください。
３

上限なしで予約可能
→１度に予約できる本数に上限は

ありません。
４

予約消化のタイミング
→参加プログラムの開始時刻です。５

予約の締切
→予約締切が異なります。各企画の

レッスン紹介をご確認ください。
６

利用可能時間外の予約
→別途時間外利用料をお支払いいただく

ことでご利用いただけます。
７

店頭での精算が可能
→フロントにて精算した後、予約可能と

なります。
８

ご利用のルール

https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/149/130/
https://reserve.holiday-sc.jp/register/
https://reserve.holiday-sc.jp/reserve/schedule/136/103/

