
脳の活性化は何歳でもできる！ 

お元気ですか? プラウド店 

長しいのです。いつもプラウド

通信をお読みいただきありがと

うございます。 

「ライフキネティック」ってご存じですか？

運動指導者ホルスト・ルッツ氏(ドイツ)が考

案した運動+脳トレのエクササイズです。 

運動と言っても 4 歳以上であれば障害の有

無に関わらず誰でもできる動作。同時に知覚

(五感)を鍛えます。課題の 6 割ができるよう

になれば次の課題へとシフトしていきます。

実際に体験してみると目(視覚)を使う課題が

多く、簡単な動作が意外と出来ないことに気

付きました(苦笑)僕が好きになった理由は↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの可能性を無限に引き出してくれる 「ライフキネティック」  楽しく脳を鍛える感覚を体験してください。 

脳の活性化！ 

１. LK 体験会開催 

ミスしてもいい 

2.今のおすすめ 

3.秋の入荷予定 

4. 再ﾁｪック 

ひとりごと 

営業カレンダー 

個人でも複数でも能力に差があっても楽

しく出来ること。親子三世代でも互いに能

力を引き出すことが出来ます。決まりきっ

た課題だけだとすぐに飽きてしまいますが

豊富にあるプログラムから更に「自分で考

える」「チームで工夫・アイデアを出し合

う」あなた次第で可能性が無限に広がりま

す。欧米や日本でも様々なプロスポーツの

トレーニングに取り入れられていますが、

運動は苦手と言う方にこそぜひ体験してい

ただきたい！集中力、認知機能、状況判断

の向上。人間関係などストレスの解消に。 

好奇心こそ若さの秘訣ですね♪新しいこ

とにチャレンジしましょう！ということで

体験会開催します。今すぐお申し込みを！ 

プラウド通信 

TEL 078-811-2388  / FAX 078-891-8999   

E-mail   info@proud-s.com   http://www.proud-s.com 

〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22-1F 

営業時間：10 時～18 時(祝日 17 時まで) 定休日：日曜・月曜 

Vol.46 Vol.46 足と靴のトータルチェックや再チェッ

クは予約制です♪お電話くださいね。 

足と靴のトータルチェックや再チェック

は要予約。お電話かメールで♪ 

Vol.59 

2022.4 

1. 「ライフキネティック」体験会開催！ 
 

 全体のわずか 10％しか使っていない私 

たちの脳。運動と脳トレを同時に行う 

ことで脳を活性化し、集中力や記憶力を 

鍛えます。 

開催日時 ： 第 1回  4月 24日(日)  

          第 2回  5月 22日(日)  

          両日とも 9：30～11：00 

講   師 ： 泉二秀功氏(LifeKinetikパーソナルトレーナー、理学療法士) 

集合場所 ： プラウド店舗前（屋外のため雨天中止） 

参加人数 ： 各回先着 10名(達し次第締め切ります) 

年齢制限 ： 小学生以上どなたでも参加できます。 

参 加 費 ： ￥1500-(税込)当日現金にてお支払い下さい 

申込方法 ： メール、TELにてご連絡下さい。 

★マスク着用、動きやすい服装・靴でお越しください。 

楽しいことなら 
続けられるね♪ 

ミスしてもいいんです♪ 
失敗すると叱られたり、後悔した経験っ

てありますよね。ライフキネティックでは

ミスしても OK です。ミスするのは脳に良

い刺激になっている。簡単にできる課題よ

りも、少し失敗するぐらいの課題が良い刺

激になる。→新しい課題に挑戦したい！ 

初めての慣れない動作、予想外の課題を

ゲーム感覚で楽しむことが日々習慣になれ

ば日頃の状況判断も早くなります。 

特に、子どもの成長や教育に関わる保育

士さん、塾・学校の先生、その他医療関係

職や介護職の方々にお勧めです！ 

きっとお仕事のヒントになるはずです♪ 

泉二秀功さん 

http://www.proud-s.com/


２ 

 
③ シューケア用品を特価で！ 

 
1)スウェードブラシ BRIGA(ブリガ：日本)      2)シュートゥリー BRIGA、MARKEN(ﾄﾞｲﾂ)他 
 
0.08 ㎜の真鍮製極細毛が高密度に植っています。 シューキーパーとも言いますが、とにかく、 

スウェードやヌバック素材を傷つけずに付着した  どんな靴にもこの『靴のハンガー』をお勧めしま 

ホコリをしっかり除去し、毛並みを綺麗に整えま  す。履きジワを伸ばして型崩れを防ぎ、木製(ｼﾀﾞｰ) 

す。スウェード、ヌバックにはこの１本！     が湿気を吸収して臭い予防をします！ 

             

 
① まだ早い？今年のサンダル♪ 

普通幅 (BENVADOベンバド ： イタリア)  

今年の春夏に当店からお勧めしたいサンダルとして 5 月頃入荷予定なのが 

こちら。光沢のあるブロンズ系の色で、指の先と足首周りがマジックベル 

                  トで微調整が簡単です。 

          かかと部分が約 3 ㎝あるヒールサンダルなのですが、靴底全面が 

地面には着いているウェッジヒールタイプで歩きやすい。 

カジュアル感が少し抑えられているので活用範囲大です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２．一気に春です！    

気温の寒暖差があまりにも大きいので何を着ていいのか 

困った 2、3 月でしたがここへきて春らしくなってきました。 

外出をためらう日常はまだ続いていますが、お天気に誘われて 

少し歩いてみませんか？ 

新商品の入荷が不安定ではありますが、商品のお問い合わせや 

資料のご請求は下記までどうぞ♪ 

TEL 078-811-2388   メール info@proud-s.com 

ブリガ スウェードブラシ 

￥3080→￥2420(税込) 

限定 10本限り！！ 

ブリガ他 

サイズによってﾒｰｶｰが異なります。 

全商品 30％OFFの￥2640(税込)～ 

 

 

 
② 雨対応の子ども靴 

普通幅 (VADO バド ： ドイツ)  

子ども靴で堅牢で雨靴にもなるタイプ(主にアウト 

ドア系)をここ数年ずっと探しています。 

こちらの VADO は新ブランド。GORE-TEX 仕様 

で高防水、靴底の『X』が理想的な歩行 

ラインを補助します。 

今回は急遽の入荷だったため足数が限ら 

れていますが、ぜひご試着を！ 

EVO ￥15180(税込) マジックベルト付き 
左）色 : MIDNIGHT ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ 

入荷ｻｲｽﾞ ： 約 17.0、18.3、19.7、21.0㎝ 各 1足 
右）色 : NAVY/PINK ネイビー/ﾋﾟﾝｸ 

入荷ｻｲｽﾞ ：約 17.7、19.0、19.7、20.4㎝ 各 1足 

BENVADO ￥319000(税込)  色 : ブロンズ系 
入荷ｻｲｽﾞ ： 約 22.7～24.7㎝  

 

mailto:info@proud-s.com


 
④ 子ども靴の当店定番 
新色の一部がこちら↓ 

やや細～普通幅 
(SuperFit ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ： ｵｰｽﾄﾘｱ） 

  
立って歩く以上、足元は土台になります。当店

では子ども靴の役割はこの土台を成長の段階でケ

アする大事な道具と考えています。SuperFit を定

番にしている理由はそれに見合う靴だからです。    

洋服などとは違い『靴は成長に関わる』、この

視点でこれからもご紹介します。 

 
３．今年の秋はオイスター色とヌード色 

秋の入荷予定分、ご予約承ります！ 
普通～ややゆったり幅 

(ara アラ： ドイツ） 

こちら ara は当店では不動の人気になってきました。 

前回の 58 号(2021 年 11 月発行)で 3 月入荷の ara のご予約を先着順で 

承りましたがあっという間に当店の入荷予定数を超えてしまいました。 

現在、追加発注ができるかどうか確認中ですが、ブランド本国で完売 

の場合は残念ながらご用意できないことに･･･すみません。 

ということで、今回の秋冬分(9 月頃入荷予定)として当店が皆さんに 

ご紹介したいと厳選した２点を前回同様、先にご案内いたします。 

まずはオイスターカラー(牡蠣色：ややブルーがかったグレー 写真右上)。 

きれいな色でこの発色は他であまり見かけません。 

 もう１足はヌードカラー。現物は写真よりもう少し明るい色、ややピンクがかったベージュ。 

         オイスターとヌード、どちらもくるぶし上の丈ですが少しデザインが違  

         います。(詳細はお尋ねください) 

今回も先着順で承ります。メール、お電話でご連絡くださいませ。 

 
⑤ こちらも当店定番品の新色 

普通～ややゆったり幅 

(YONEX ヨネックス： 日本） 
 

 ヨネックス独自の撥水ストレッチアップレザー

(人口皮革で高伸縮)を使った靴の中で、靴底面が

ほどよく広く歩きやすいと人気なのが LC41。 

 弾む効果で次の1歩が出やすい運動効果UPの

靴底 LC103。それぞれの新色が以下です。メン

ズラインも別色でご用意可能です。 
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↑SuperFit   ￥12980 (税込)～   

 甲部のつま先部分がメッシュ 
 当店取り扱いｻｲｽﾞ：約 16.0～22.0㎝ 

＊ｻｲｽﾞによってご用意できるｶﾗｰがいろいろ 
＊上記ｻｲｽﾞ以外はお問い合わせください。 

LC103  ￥16500 (税込)  

 内側ファスナー  

 ｻｲｽﾞ：22.0～25.0㎝ 

 シャンパン色(他 4色) 
 ＊5月頃入荷予定 

オイスターカラー  ￥27500 (税込) ｻｲｽﾞ：約 22.3～25.0㎝ ↑ 

 ｶｶﾄ部分にｸﾞﾚｰのｽｳｪｰﾄﾞ革、履き口周りに光沢のあるｸﾞﾚｰ表革 
 

←ヌードカラー ￥28600(税込) ｻｲｽﾞ：約 23.0～25.0㎝ 
 

２タイプともファスナーは外側 

LC41  ￥10780 (税込)  

 内側ファスナー  

 ｻｲｽﾞ：22.0～25.0㎝ 

 ﾍﾞｰｼﾞｭﾊﾟｰﾙ色(他 3色) 

＊24.5～28.0㎝分はﾀﾞｰｸﾌﾞ

ﾗｳﾝ、ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ、 

 ﾌﾞﾗｯｸの 3色展開 



 

    

2022年 4月 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

5月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

6月 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 ～ひとりごと～  

暖かくなりいろんな花が咲きだしました。春ですね。 

非日常が日常になって久しく、基本的には外出機会が減ったままでず

いぶんと体の動きが鈍くなった気がします。 

P1でご案内していますライフキネティックをこの運動不足、刺激不足

の解消にと 3月初旬に体験しました。そのうちの一つ、 

右手を前に出して指先はパー、左手は胸にあてて指先はグー 

手を入れ替えて右手を胸でグー、左手は前でパー 

この動作、したことありますか？ 

私、あります。なので、難なくクリア。 

でも次に右手を前でグー、左手を胸でパーから始めると全くできない。

何で？ 

最後は両手ともグーになり、一緒に体験参加していた娘に、 

「それ、ゴリラがグーで胸たたくやつ、ドラミングやん(笑)」と。 

体験中、ちょっとしたことができないその連続に笑いが絶えずでした。 

半年前から使用し始めたコンタクトレンズ。毎朝装着するのにすっかり

慣れました。でもある日、コンタクトをしていつもどおり家を出たら目が

まわる。目が変！えっ、私、病気？ 

慌てて帰宅してとりあえずコンタクトを外そうとしたらなぜか右目に２枚

重ねて装着していました・・・。もはやルーティンでさえ、おかしなことに

なっています(笑)。皆さ～ん、こんな私とライフキネティックで体を動か

しながら脳への刺激体験、一緒にしませんか～   (り) 

 
４．再ﾁｪｯｸのご案内について 

 
再チェックのご案内ですが、コロナ禍に

あって不要不急の外出制限が続いています
のでこれまでの定期的なご案内は控えさせ
ていただいております。 
当店は今のところ通常営業しています。 

 再チェックをご希望の場合、こちらから
のご案内がなくてもご自身のタイミングで
予約をいただけましたらと思います。 
ご来店の際は、 

 
・マスク着用にてのご来店 
・店内でまずは手指消毒(手洗い)励行 

 
のご協力をお願いします。 
 
＊新店舗を地図検索アプリやナビ検索され
る際は『プラウド』ではなく下記の住所を
ご入力ください。 
特に車のナビはナビ自体の更新がなされ

ない限り旧店舗位置を案内することがまだ
あります。 
『神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22』 

 
お手数ですがどうぞよろしくお願いします 

＊専用駐車場はございません。近隣の駐車場をご利用願います。場所は HP でご確認いただくか当店へお尋ね下さい。 

＊定休日：日曜・月曜 営業時間：10：00～18：00（祝日～17：00）  


