
スタッフ紹介

名前 狩野 桂子（かの けいこ）

出身地 紫波町

トレーナー歴 15年

・アスレティックトレーナー（NATABOC、JSPO‐AT）
・パーソナルトレーニング：月・火・木曜対応
・トレーニング詳細は別ページでご確認ください

名前 中軽米 敬太（なかかるまい けいた）

出身地 盛岡市

トレーナー歴 12年

・BBFIT代表 パーソナルトレーナー
・アスレティックトレーナー（JSPO-AT）
・パーソナルトレーニング：水・金曜16時以降対応
・トレーニング詳細は別ページでご確認ください

名前 長朶 俊哉 （ながた としや）

出身地 葛巻町

トレーナー歴 12年

・パーソナルトレーニング対応
・スポーツ歴 野球10年
・得意なトレーニング指導 筋力アップ
・パーソナルトレーニング料金 60分2500円

名前 我妻 直久（あがつま なおひさ）

出身地 一戸町

トレーナー歴 30年

・メディフィットクラブうすい マネジャー
・パーソナルトレーニング対応

メディフィットクラブうすい トレーナー

契約トレーナー



中軽米 敬太CAPTAIN  
KARUMAI  
自己紹介

連絡先情報

・mail：keitanakakarumai@yahoo.co.jp

・LINEID：965bcugw
　※お友達追加で直接メッセージのやり取りと
　ライン通話がご利用できます

・盛岡市出身  S63生。
・自然派トレーナーを掲げるほど自然と動物が好き。
・青春時代は陸上部で中・長距離競技での全国入賞経験　
　あり。登山、トレランなどもやります。
・トレーニングやボディメイクは憧れのヒーローボディ
　になりたくて始めたといっても過言ではない、無類の
　MARVELファン。愛称のキャプテンカルマイの由来は
　もちろんキャプテンアメリカから✪

中軽米 敬太

ひとこと

 LISTEN TO YOUR BODY'S BEAT...
健康のために大切なことは自分の体
に耳を傾け、自分の体のことをよく
知ることです。
 そうすればいろんな情報に流され
ず自分の生活スタイル、体質、体型
に適したアプローチができます。

自分の心身に合った健康法、フィッ
トネスを楽しみながら体の「音」を
聞いてみてください。

 体や健康、トレーニングのことで
お困りのことがあれば私がサポート
するのでどんなことでもご相談して
ください！

CAPTAIN  
KARUMAI  
トレーニングコーチトレーニングコーチ    

自己紹介

連絡先情報

資格・実績

●JSPO－AT 

●NSCA－CPT
ストレングストレーニング＆コンディショニングや
リハビリテーション、スポーツ障害、外傷、解剖生
理学などをしっかり学び医療法人、スポーツ現場な
どで経験を積んできました。トレーニングコーチ、
またトレーニーとしての経験や知識を活かしながら
筋力トレーニングはもちろんですが、痛みの緩和や
姿勢改善・パフォーマンス向上などの目標のためお
客様のからだの特性を見極め、納得いく説明とプラ
ンの提供を得意としています。
子どもからご高齢の方まで、自分に合った運動法を
知りたい！という方はお問い合わせください。

●全般向けの健康運動・トレーニング・コン
ディショニング指導

●学校・部活動でのトレーニング
　コンディショニング指導

●企業・団体様への出張トレーニング
　コンディショニング講習

●トレーニング・コンディショニング
　運動関連のセミナー講師

●トレーナー養成専門学校  非常勤講師



■パーソナルトレーニング/ビジター

無料体験30分(※１) 初回90分(※２) 1回60分 1回90分

￥0 ¥5,000 ¥5,000 ¥8,000 

※１…お時間内で簡単なカウンセリングもさせていただきます。詳細はHPをご覧ください。

※２…目的やライフスタイルに合わせたプラン提案をさせていただくため初回のご予約は90分で

　　　お願いしております。詳細はHPの「ご利用方法のご案内」をご覧ください。

■パーソナルトレーニング回数券

回数 / 有効期限 ４回券 / ３ヶ月 ８回券 / ３ヶ月

６０分 ¥19,600 ¥39,200 

９０分 ¥31,600 ¥63,200 

■パートナーストレッチ回数券

回数 / 有効期限 １回(都度) ４回券 / ３ヶ月 ８回券 / ３ヶ月

３０分 ￥3,000 ￥12,000 ￥22,000

６０分 ￥5,000 ￥20,000 ￥39,200

■グループトレーニング・2～5名 / レッスン形式・6名～ 

６０分 ペアトレ グループ レッスン

人数/料金(※３)

2名 3～5名 6名～

1人￥2,500 1人￥2,000 60分￥8,000

※３…企業・法人、スポーツチームでのご利用をご検討の場合はお気軽にお問い合わせください。

注意事項

〇回数券の有効期限は３ヶ月となっております。期限内にご利用ください。

〇回数券の紛失などによる再発行などの補償は出来ません。大切に保管ください。

〇キャンセルにつきましては、可能な限り予約日の前日までにお願いします。ご連絡なしに

　キャンセルされた場合は１回分のご料金をご負担いただきますので予めご了承ください。



　＋入会金￥10,000(特典あり!)　

■ボディメイク/ FAT LOSS コース

回数 / 有効期限 １６回 / ２ヶ月 ２４回 / ３ヶ月

６０分 ￥96,000 ￥144,000

■ボディメイク/ BULK UP コース

coming soon...



 

 

 

人のカラダは十人十色。あなたにピッタリのメニュー

で効果的なトレーニングをしませんか？ 
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目的に合わせたメニューを提供します 

 

まずは体のチェックからスタート！ 

問題点を明確にして、ゴールを設定しま

しょう。目標達成の為に必要なトレーニ

ングメニューを作成します 

＜測定項目＞ 

姿勢評価・柔軟性・筋力など 

オリジナルメニューでトレーニング

開始！ 

＜トレーニングメニュー例＞ 

柔軟性向上、肩こりや腰痛改善、引き締

め、パフォーマンスアップなど、お客様の

様々な要望にトレーナーがお応えします。 

体験トレーニング 

カウンセリング（評価） 

＆トレーニング（70分） 

自分に合ったトレーニングメニ

ューを知りたい方、パーソナル

トレーニングを体験してみたい

方はぜひこちらから！ 

 

6,600 円が 

今なら 

3,000 円 

パーソナルトレーニング

定期的なトレーニングが 

効果アップの秘訣！ 

パーソナルトレーニング 

1 回（60 分）6,000円 

4 回 22,000 円（2 か月コース） 

※回数券だと 2,000 円お得！ 

ペアストレッチ 

柔軟性向上や、日々の体の

メンテナンスにピッタリ 

一人では伸ばし切れない部位

もトレーナーがしっかり伸ば

します。体も心もスッキリ！ 

30 分 3,000 円 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜トレーニング場所＞ 

提携施設でトレーニングを実施しています。また、ト

レーニングスペースがあれば出張もいたします。詳し

くはお問い合わせください。 

提携施設①：メディフィットクラブうすい（盛岡市） 

提携施設②：Conditioning center HOUSE(紫波町) 

疑問②：パーソナルトレーニングを受けるメリットは？ 

「膝や肩に痛みがあるけど安全に筋力アップするためにはどうした

ら良いの？」「パフォーマンスアップする為に必要なトレーニング

は？」など一人ひとりの悩みにしっかり向き合って問題を解決でき

るのがパーソナルトレーニングです。カラダやトレーニングの専門

家が安全にかつ効果的に体づくりをサポートします。 

疑問①：狩野桂子（かのけいこ）はどんなトレーナー？ 

解剖学や生理学、運動学などを学び、アメリカと日本でアスレティッ

クトレーナー資格を取得したトレーナーです。世界で活躍するトップ

アスリートから健康増進やダイエットを目的とした幅広いお客様の指

導を経験してきました。筋力トレーニングだけでなく、ストレッチや

ヨガなど様々なトレーニングを組み合わせて自身の体と向き合いなが

らコンディションを上げていくような指導を心がけています。 

疑問③：トレーニングの頻度はどれくらいがおすすめ？ 

週のトレーニング頻度（回数）が多く、負荷の総重量が多い方が筋力アップには

効果があるといわれています。トレーニングの目的や競技レベルにもよりますが

週 2 回以上のトレーニングをおすすめしています。パーソナルトレーニングを週

2 回＋自主トレーニングでも OK ですし、週 1 回パーソナル＋自主トレーニング

という使い方でも構いません。体力に自信がない方などは週 1 回からのご利用で

も効果を実感できると思いますので、利用頻度についてはご相談ください。 

＜お問い合わせ・予約＞ 

担当トレーナー：狩野桂子 

店頭または以下の方法からお問い合わせください。 

メディフィットクラブうすい受付 

LINE ID:@059uodpt （お友達追加から） 

Instagram:pt_highfive （ダイレクトメールから） 
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