
脳が活性化→ひらめきが生まれる♪ 

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。暑いです。脳機能は低下し誰でも

イライラします(笑) 動物園のライオンだっ

てグッタリです。 

集中力が続かずアイデアが出てこない、年

のせいかなと感じていた僕が出会ったのが

ライフキネティックです。楽しさと継続でき

る喜びを皆様に詳しくお伝えしたくてトレ

ーナー資格を取りました！毎回内容の違う

メソッドにぜひご参加頂き、脳が活性化する

感覚を味わって下さい。脳は日々変化します

ライキネを続け期待できる効果は・・・↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お陰様で 20周年！私どもを支えてくださった皆様、ご縁がありご来店いただいた皆様に本当に感謝です。 

脳の活性化！ 

1.足の骨が生え揃う？ 

2。ライキネ体験会 

3。夏の商品紹介 

4. フットケア 

5．SALE 

6．お知らせ 

7. 再ﾁｪｯｸ 

ひとりごと 

営業カレンダー 

ストレスの軽減 

なぜイライラが減るのか？ライキネは楽し

く脳を疲労させ、良い睡眠が脳を育てます。 

切り替えゼロ秒！？ 

球技では攻守が目まぐるしく入替り、ミス

を引きずると試合に勝てません。日常の失

敗も素早く切替る事が出来るといいですね 

競い合うのは良いこと♪ 

初対面の人と簡単なゲームをすれば脳は刺

激されます。他人と比べる必要ありません

が競う・協力するなど互いに高めあおう！ 

シナプス(脳の伝達回路)が人格を作る 

脳の伝達回路を使えば強化、使わないと遮

断。難しい課題は出来ないとつまらない(脳

が遮断). 簡単なことから始めましょう♪ 

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 

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.60 

2022.7 

2. 「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、動体視力を鍛えます。 

開催日時 ： 第 3回  7月 24日(日) ８階「会議室３」 

          第 4回  8月 21日(日) ８階「会議室４」 

          第 5回  9月 11日(日) ９階「視聴覚室」 

          各回とも １０:００～１１:３０ 

講   師 ： 椎野啓三(LifeKinetikパーソナルトレーナー)  

集合場所 ： 東灘区文化センター「うはらホール」 

アクセス ：  JR住吉駅から南東へ徒歩 3分 

参加人数 ： 各回先着 10名(定員に達し次第締切ます) 

年齢制限 ： 小学生以上どなたでも参加頂けます。 

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。 

子どもの足は柔ら
かく、まだ未完成 

1. 『裸足』で走り回るのは 

足の骨が生え揃ってから！ 
 

歩き初めの「子どもの靴」は歩行練習装具です。 

なぜ靴が必要なの? それは、まだ骨が生え揃っ

ていないからです。 

家の中でも外でも足の骨格を支えることが、後

の成長に大きく影響します。甲部の骨が生え揃う 

3～4 才までは靴と中敷きで体の土台作りをします 

大切な「靴選びの基準」をぜひ再ﾁｪｯｸで確認を！ 

 

 

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


２ 

 

2. 夏の靴♪ 
 

～ややゆったり幅～ 
 

(ara アラ ： ﾄﾞｲﾂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

3．夏ですよ～、暑いですよ～  
   

もうどうやっても暑い。 

気温は変えられませんが、足元の工夫で少しは涼やかにしませんか。 

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 

LOSSABON ￥25300 (税込) 

色：バニラ 

サイズ：約 24.7㎝ 

MAYA ￥19800 (税込) 

色：濃い目のピンク 

サイズ：約 23.5～24.5㎝ 

 

 

1. 今年のサンダル♪ 
  

～普通幅～  
(Finn Comfortフィンコンフォート ： ﾄﾞｲﾂ) 

   

Finn Comfort ￥34100(税込)   
色 : ブラック、パールベージュ色の 2色展開 ＊ベージュはお取寄対応 
展開ｻｲｽﾞ ： 約 22.0～25.5㎝  ＊ベージュの展開ｻｲｽﾞは約 25.0㎝まで 

       アッパーがニット素材なの

で足の動きに合わせてフィットしやすい。 

ひもは付いていますが使わずにスポッと履

けます。ニット素材の緩みが出ましたらこの

紐で多少の調整ができます。 

こちらもニット素材。 

昨年大人気だったので今年は新色として

濃い目のピンク色が入荷しました。 

全体にキラキラのラインストーンがつい

ています。 

 

 

今年のサンダルとしてお勧めしたいのがこちらです。 

カカトが靴のように覆われていて甲部分はマジックベルトで調整が

できます。 

 ヒールは約 2.5 ㎝なのですが靴底全面が地面に付いているので高さ

は気にならないと思いますし安定感があります。 

近年は 5～10 月くらいまで暑いのでこちらのようなデザインのサン

ダルは早い時期から秋口まで出番は多いと思います。 

こちらは革質も良いので普段使いからお出かけまで幅広く使えます。 

mailto:info@proud-s.com


６. お知らせ ～その 2～  
価格改定について 

 
昨今、あらゆる物の価格改定のニュース

をよく耳にしますが、靴業界にもその波が

やってまいりました。 

各メーカーさんや輸入代理店さんの努

力だけでは今までの価格を維持するのは

難しく、当店で人気のボアダイヤル式の靴

や、室内履き、五本指靴下などほぼすべて

の商品が 7 月以降順次価格が改定へ。 

当店のお修理代等は今すぐの価格改定

は予定しておりませんが、部材の価格も商

品同様値上がりしていますので現在のス

トック分がなくなれば近い将来新価格に

改定せざるを得なくなると思います。 

大変心苦しいのですがどうぞご了承下

さいませ。 

 

５. 廃番、廃番色などの 
～8/31 まで SALE！ 

 

定期的に SALE はしておりませんが商品の入れ替えを予定しているのと、廃盤になってしまっ

た、1 つのサイズだけになってしまったなどの理由で今後継続してご紹介できなくなった靴たち

を中心に今回 30％OFF～のお値引き価格でご案内します。 

右下の『お知らせ～その 2～』にも書きましたが商品の価格は今後確実に上がりますので今回

の SALE でお気に召したものがありましたら嬉しいです。 

ただ、大型靴店の大セールとは違い元々在庫数の少ない当店のこと、 

足数に限りがあります。 

セール期間中もいつもどおりご予約優先で営業させていただきます。 

定番商品(販売継続商品)は対象外、お支払いは現金のみでお願いします。 

対象ブランドは、 

ヨネックス、フィールフルトゥ(パンプス系)、スーパーフィットのサンダル etc 

 

４. 素足の季節 フットケアしませんか 
 

裸足になる機会が多い季節になりました。 

先日、駅の改札へ向かう上りエスカレーターで、5 段くらい前、ちょうど私の目線の高さに女

性の足元が。お出かけの装いにバックベルトのヒールサンダル。 

なのに、カカトがガサッガサ･･･。 

フットケアをぜひ！と心の中で思いました。 

あなたの足はケアの必要はありませんか？ 

ご予約お待ちしております。フットケア￥4400 爪切り￥1100 
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６. お知らせ ～その 1～  
定休日の変更について 

 
今号 P1 でご案内しております、 

『ライフキネティック体験会』を今後も月 1 回の

日曜に定期開催することにしました。 

 それに伴い、体験会実施の日曜は営業日とし、同

週の火曜を振替店休にさせていただきます。 

営業する日曜は、午前中は体験会のため外出、午

後は 5 時まで店内におります。 

 第〇日曜日営業、第〇火曜日はお休み、と決めら

れればいいのですが体験会場の確保の関係で今の

ところ明確にできず、すみません。   

 しばらくは店内やＨＰ、この通信の営業ｶﾚﾝﾀﾞｰ

をお手数ですがご確認下さいませ。定休日は当面、 

毎週月曜とライキネのない日曜と月 1 回火曜 

(P4 の営業ｶﾚﾝﾀﾞｰの 7 月・9 月をご参照下さい。 

8 月は夏休みがあるので火曜の振替店休はなし) 



 

    

2022年 7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       

8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    

9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～  
暑いですね～💦 10 月くらいまで暑いんだろうな、ヤダヤダ。 

とはいえ、これからの日々を元気でいられるようにと思うのですが、以

前よりやりたいことの一つに『献血』があります。 

いつかどなたかのお役に立つはず、血液検査で簡単な健康チェックが

できる、今どきの献血ルームは快適との話で私にとっては魅力満載！ 

でも私は輸血経験があるので献血ができないのです、残念。 

とある日曜の夕方、娘が初めて献血に行くというので同行しました。 

献血ルームは結構混んでいて待合室にはいろんな世代の方が座って

おられましたが、中でも若者が多くていいことだなと思いました。 

訪れた時間がたまたま混んでいたようで娘は登録手続き等で約 1時

間かかると聞き、私は一旦外へ出て買い物などして戻ることにしました。 

その間、献血経験者は次々呼ばれて採血のスペースへ。フムフム、次

回からは短時間で進むのだな。 

しばらくして戻りましたら娘は採血中のようで待合室に居らず、室内の

自動販売機(紙コップに注がれて取り出すタイプ)の側に着席。 

ほどなく、腕に注射後の保護パッドを付けた男性が奥から出てきて自

販機の前に立ち、たくさんのメニューからコーンポタージュを選択。 

次の青年も女性も皆ポタージュをポチっと。他にも魅力的な飲み物が

あるのに・・。えっ！もしかしたら献血ルームのコーンポタージュは名物？   

その後も高ポタージュ率。出てきた娘は献血中に水分補給をと言われ

て飲んだそうで「何飲んだん？」「カルピス」と。フン、所詮初心者やな(笑)  

あ～憧れる、私も献血後のポタージュが飲んでみたい。(り) 

 
6．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、まだ続くコ

ロナ対策に異常な暑さが加わってきました
ので引き続き定期的なお知らせを控えさせ
ていただきます。 
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 

                            「ライフキネティック体験会」開催日 7/24(日)、8/21(日)、9/11(日)の午前 

＊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：上記の赤地(毎月曜＋α) 営業時間：10：00～18：00（祝日と営業の日曜は 17：00まで） 8/14～17は夏休み 


