
未経験からたった2ヶ月で即戦力トレーナーへ！未経験からたった2ヶ月で即戦力トレーナーへ！

弊社では、単にダイエットのサポート
をするだけではなく、生涯に渡って
美しいボディを保ってもらうための
知識を提供しています。

実績データ・知識を元に未経験から
でも学べるトレーナーに必要な指導
方法・食事指導・ビジネススキルを
学ぶことが出来ます。

メルメイクトレーナー養成スクール

完全個別指導型！

管理
栄養士
監修



未経験から即戦力トレーナーへ！未経験から即戦力トレーナーへ！

この度はメルメイクスクールにご興味を持っていただき、誠に
ありがとうございます。当スクール代表の栗坂と申します。近年
では多くのダイエットジムが開業され、業界全体のクオリティが
求められるようになりました。単に体重の変化をもたらすダイ
エットは、インターネットで調べる知識で十分です。弊社では、単
にダイエットのサポートをするだけではなく、生涯に渡って美し
いボディを保ってもらうための知識を提供しています。その実績
データ・知識を元に、スクールにて実践で使える即戦力トレー
ナーを育成する事を目的としています。また、すぐにトレーナー
になりたい方に向けて、無駄を排除した実践で使える知識・技
術を短期間で学ぶ事が可能です。個別指導で自由な時間設定
ができ、忙しい方でも通う事が出来ます。無料でジム見学会や
進路相談会を行っておりますので、将来トレーナーをご検討の
方は遊びに来てください。

メルメイク代表
栗坂泰輝 Yasuki Kurisaka

全国に複数店舗の
プライベートジム経営



最短最速で即戦力トレーナーになる
ためのスクール選びのポイントとは
最短最速で即戦力トレーナーになる
ためのスクール選びのポイントとは

座学/実技の学習をするのはもちろん、パーソナルトレーナーに必要なスキルは
資格よりも老若男女に対して適切な接客や食事指導、ビジネススキルを兼ね備えて
いる人材です。接客方法を学ぶことで新規・継続顧客を増やしインセンティブ
（報奨金）を得ることが出来ますので、是非合わせて学習できるスクールを選び
ましょう。

実技だけではなく、接客方法や食事指導スキルを学べる
スクールに通うことで市場価値の高いトレーナーへ
実技だけではなく、接客方法や食事指導スキルを学べる
スクールに通うことで市場価値の高いトレーナーへ

グループ授業＜個別指導型グループ授業＜個別指導型

グループ授業の場合、マシンの数に限りがあるため器具に触れられる時間が限ら
れてしまう所、個別指導であれば授業時間全ての時間をマンツーマンで教えてい
ただける上に質問がしやすい環境のため指導方法を細かく学ぶことが可能です。



メルメイクスクールでは
質の高いトレーナーを育てるため

「あなただけ」の学習環境をご用意！

メルメイクスクールでは
質の高いトレーナーを育てるため

「あなただけ」の学習環境をご用意！

個別指導だから現役トレーナーのスキルを独占して学べる!個別指導だから現役トレーナーのスキルを独占して学べる!
完全個別指導型の予約制で1日1h～から自由に
通うことが可能なので社会人にもオススメ！（一般
のスクールではグループ授業で週に1回  固定日
時での学習）

※店舗やご予約状況により異なります

1

テキスト費用込みなのに業界相場より10万円相当お得テキスト費用込みなのに業界相場より10万円相当お得
より多くの方に学んでいただき、世の中に正しい知
識を持つトレーナーを増やしたいという想いから広告
費用を抑えることで、業界相場より10万円安いお値
段を実現！

3

実戦で使える実技、食事指導・プログラムデザインまで学べる実戦で使える実技、食事指導・プログラムデザインまで学べる

実技指導とロールプレイングを重視することで、よ
り現場に近い指導方法を学ぶことが出来ます。
実技以外にも食事指導方法やトレーニングプログ
ラム作成など実際のトレーナーが行う業務を１か
ら学習することができます。

2

さらに今なら50,000円の入会金が¥0¥0



現場で使う技術を習得し、市場価値の高いトレーナーになれる現場で使う技術を習得し、市場価値の高いトレーナーになれる
年間1,500セッション以上の現役トレーナーによる
実践的なトレーニングメニューはもちろん、接客方
法やプラグラムデザインを学ぶことで、より市場価
値の高いトレーナーになることが出来ます。

1

売上No.1トレーナーから学べる成約・継続率の向上ノウハウ売上No.1トレーナーから学べる成約・継続率の向上ノウハウ
技術と接客術の両方を学べる方こそ、市場価値の高
いトレーナーになることが出来ます。接客経験が今
までなかった方でも始められるように、心理学を用
いたトークテンプレートをご用意しておりますので、
無理なく始められます。

3

管理栄養士監修の食事指導方法を学べる管理栄養士監修の食事指導方法を学べる

一般的にダイエットをする上でトレーニングと食事
は3:7で食事管理が重要となってきます。そこで当
スクールではトレーニング指導はもちろん、管理栄
養士指導の元「3食たべながらしっかり痩せる無理
のないダイエットプログラム」を学ぶことができま
す。基礎を抑えることで老若男女ニーズに応えた
食事指導をすることが出来るようになります。

2

スクールでしか学べないスキル・特徴スクールでしか学べないスキル・特徴

平均成約率
60%以上

業界平均の3倍の実力！



全国に複数店舗のプライベートジムを運営 全店舗売上No.1トレーナー

栗坂泰輝 Yasuki Kurisaka 大嶋 優太郎 Yutaro Oshima

講師のご紹介講師のご紹介

設備紹介設備紹介



実技指導

就職後のサポート
ご入社

卒業後も定期的な個別サポートを実施！

入社後、即戦力で働けるトレーナーとして
デビュー出来るよう徹底サポート致します。

目的別の食事指導/PFC バランス
解剖学/栄養学/運動生理学など実践に
使用する知識を習得することが出来ます。

【就職エージェントが一人ひとりに個別指導】
全国1,000店舗以上のジムをご紹介
履歴書の書き方から面接対策まで徹底指導
面接対策のロールプレイング

＋α契約基礎／経営学／マーケティング

脚部/胸部/背部/肩/腕/体幹/ストレッチetc...
老若男女ニーズ別のトレーニング指導
目的別トレーニングプログラムデザイン作成方法
お客様指導のロールプレイング

即戦力トレーナーに向けてのロードマップ即戦力トレーナーに向けてのロードマップ

座学指導

就職
サポート

受講終盤
～修了後



32

独立支援サポート就職サポート24時間サポート
いつでも質問できる環
境があるため、行き詰ま
ることなく効率的に学
習することが出来ます。

1

書類の作成
履歴書の書き方をサポート致します。記入方法が
わからない方もご安心ください。
応募企業ごとに面接のアドバイスを行うこともあ
ります。

Step1

あなたに代わって応募書類の提出・面接日程の
調整を行います。
忙しい方でも、今の仕事を続けながら無理なく
転職活動を進めることが出来ます。

スケジュールの確保・調整Step2

あなたの希望の条件をサポートするために、内定
が出た転職先に対して入社日の調整や年収の条件
交渉等を行う場合がございます。

就業条件の交渉代行Step3

個別指導だから実現する充実のサポート対応個別指導だから実現する充実のサポート対応

就職エージェントによるサポートの一例

独立開業に必要な経営・
マーケティングノウハウ
をお伝え致します。

全国1,000店舗以上の
ジムをご紹介致します。



全国1000店舗以上のジムをご紹介可能！

就職・転職支援

出店エリア相談

不動産・内装業者相談

ジム機材選び 集客相談

特別支援として、開業コンサル実施中！あらゆるお悩みを全面サポート！

独立支援

卒業後も定期的な個別サポートを実施！

入社後、即戦力で働けるトレーナーとして
デビュー出来るよう徹底サポート致します。

受講終盤～終了後

就職サポート

就職後のサポート

ご入社

【就職エージェントが一人ひとりに個別指導】
全国1,000店舗以上のジムをご紹介
履歴書の書き方から面接対策まで徹底指導
面接対策のロールプレイング



Q2. 全くの未経験からでも大丈夫ですか？
はい、可能となります。本カリキュラムは運動未経験の方からでも始められるようカ
リキュラムを組んでおります。基本を学んだ上で、業界の傾向・講師陣のノウハウを
学んでいただき、卒業時には即戦力で働けるようサポート致します。

Q.5 体験授業や説明会などの実施はされておりますでしょうか？
はい、実施しております。事前に予約が必要ですが見学、授業の参加は全て無料で実
施しておりますので、ジムの雰囲気や授業内容を知りたい方は是非お気軽にお問い
合わせください。

Q4. 授業料の分割は出来ますか？
はい、可能となります。一括でのお支払いが難しい場合には、クレジット払いでのご
案内が可能となります。

Q3. 授業は何時から何時までですか？
10:00~19:00まで曜日を問わず通学可能です。完全マンツーマンの為、お客様の
ご都合の良い日程・時間で毎回予約が出来ます。現在仕事を続けながら隙間時間
や休日に通学されたり、運動経験がない方でもマンツーマンなのでいつでも講師
に質問が出来る環境が整っております。

Q1. 入学時期は決まっていますか？
メルメイクスクールでは、いつでもご入学と受講開始することが出来るため、短期
間で集中的に学習したい、早く就職をしたい方にオススメとなっております。

よくあるご質問Q&A

個別説明会無料実施中
まずはお気軽にお問い合わせください！まずはお気軽にお問い合わせください！

トレーナー業界・学習内容など、どんな質問でも承ります。ご希望社には
体験授業も行なっておりますので、是非お気軽にご見学しにきてください！

受付時間 10：00～19：00 担当者
代表栗坂
担当者
代表栗坂052-684-9551



愛知県名古屋市中村区名駅3丁目11－9
JE名駅311ビル 302号室
地下鉄東山線「名古屋駅」徒歩3分
地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩5分

名駅店
名古屋市中区錦2-13-31
VIVACE H-2（902号室）
地下鉄東山線「伏見駅」徒歩1分
地下鉄東山線「栄駅」徒歩7分

伏見店

店舗情報店舗情報

名古屋市中区錦3-6-5 コインズビル3階
地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」徒歩1分
地下鉄名城線・東山線「栄駅」徒歩3分

栄店
福岡市中央区大名2-1-37
清水大名ビル 501号室
地下鉄空港線「赤坂駅」徒歩３分
地下鉄空港線「天神駅」徒歩5分

福岡店

メルメイク伏見店
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パーソナルトレーナー
養成コース
【全24時間】

独立向けビジネス
パーソナルトレーナー
養成コース【全30時間】

  料 金

他社スクールA

60～100万円

集団授業

◯

×△

◎

専門学校

200万円55万円~（テキスト代込み）

期   間 平均6ヶ月

生徒数 個別指導

平均2ヶ月

就職支援 ◎◎ ◎

独立支援 ×◎◎ △

実技 ◎◎ △

メルメイク

2~30名（クラス制）

2～３年

¥650,000
受講料

¥550,000
受講料

入学金
¥50,000

（テキスト代などを含む） キャンペーン！！

今だけ
無料！ ¥0

入学金
¥50,000

（テキスト代などを含む） キャンペーン！！

今だけ
無料！ ¥0

お支払い方法／入会金無料お支払い方法／入会金無料


