
脳を成長させる 3つの刺激 

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。 

「最近ミスや忘れ物が多い」「疲れが取れな

い」「やる気が出ない」などありませんか？ 

体質改善、ダイエットや体力維持、老化予防

にただ歩くだけでは飽きますよね。そこに楽

しさがあると「脳が活性化」します！ 

大人の脳を成長させたり健康維持に重要

なのは①「好奇心」 ②「有酸素運動」   

③「コミュニケーション」です。 

遠足の前のワクワク感、交際中のキラキラ、

好きな事なら食事も忘れ没頭できますね。↗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「脳は、体を動かすためにできている」  歩くこと・誰でもできる簡単な運動+脳トレが楽しくなるメソッド開催中♪ 

脳の成長 3 つの刺激 

1.固有受容器足底板 

2。ライキネ体験会 

3。商品紹介 

4. オーダー 

5．あったかｻﾝﾀﾞﾙ 

6．お知らせ 

7. 再ﾁｪｯｸ 

ひとりごと 

営業カレンダー 

あなたの毎日が同じことの繰り返しで目

標もなく退屈な日々なら脳の情報伝達回路

は遮断していきます。逆に好奇心・楽しい

こと等目標が明確なら伝達回路は太く丈夫

に！ 脳から高濃度のドーパミンが出ます。

運動会の練習等幼少期から反復練習で完璧

を求められると徐々に退屈しますね。 

春から毎月 1 回開催している『ライキネ』

メソッドはお子様からシニアまで頭の中を

楽しくスッキリ整理しストレスに強い脳と

カラダを作ります。店頭でもご紹介してい

ますが「続ける楽しさ」は体験しないと分

りません。トレーニング方法、ご自身でア

イデアを生み出す方法など詳しくご紹介し

ています。一度体験してみてくださいね。 

日常に新しい事を取り入れましょう♪ 

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 

インスタは現在『proud5484』で検索を。＊今後変更の可能性あり 

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.61 

2022.11 

2. 「ライフキネティック」メソッド開催！ 
手先が器用になる、ミスが減る、集中力や記憶力・動体

視力を鍛える、認知症予防、お子様の知育、子育てにも役

立つメソッドです。毎回異なる内容で好評開催中！ 

開催日時 ： 第 7回  11月 27日(日)  

          第 8回  12月 11日(日)  

          第 9回 2023年 1月 15(日) 

          各回とも １０:００～１１:３０(雨天時も開催) 

講   師 ： 椎野啓三(LifeKinetikパーソナルトレーナー)  

集合場所 ： プラウド店舗前 

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 

         ＊2023年より参加費は￥2000-になります 

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。 

脳内麻薬！？依存
症？上手く活用！ 

1. 固有受容器インソールが主流！ 
 

30 年前、僕が足・靴の勉強を始めた頃から作製

してきた骨格支持の足底板は、今や足裏の腱や筋

肉に在るセンサーを刺激し脳に働きかける 

「固有受容器インソール」に進化しています。 

麻痺や痛み、スポーツにも効果的で、特に成長

期のお子様は足部だけでなく歩行姿勢に改善効果

があります。ヨーロッパではすでに主流になって

いますが国内ではまだ骨格支持の考え方が主流。  

足や体は日々変化します。使用中の足底板を再

加工・調整することで脳を刺

激し歩行姿勢が変わります。 

気になる方はぜひご予約の上

再チェック・再調整にお越し

くださいね♪ 

 

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


２ 

 

② ara の年内入荷予定の靴たち 
 

―普通幅― 
 

(ara アラ ： ﾄﾞｲﾂ) 
 

 

➀ レザースニーカーで颯爽と 
 

―やや細～普通幅― 
 

(patrick パトリック ： フランス)  
 

 

↑オイスター色の後ろ姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

3．急に寒くなりまして、戸惑います…。 
   

暑過ぎるとついこの前まで言っていたのに、 
こんなに急に寒くなって体がついていきません。 
皆さま、お体どうぞお気をつけて。 
足元の衣替えのお手伝いをぜひさせてくださいね。 
 

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 

ROM-SPORT  12-44499 

￥27500 (税込)    

サイズ：約 22.3～25.0㎝ 

＊色違いでブラックも少数入荷予定です→ 

↑こちらはオイスター(牡蠣)色。 

グレーに少し白を混ぜたようなきれいな色です。 

くるぶし上の丈で甲部の外側(小指側)にファスナ

ーが付いています。 

靴底はつま先以外はｵｲｽﾀｰ色。アッパーと同色な

のでカジュアル過ぎずお使いいただけますよ。 

QUEBEC-WM ケベック ￥18700 (税込) 

色：グレー  素材：ヌバック   サイズ：約 23.5～25.0㎝  靴底はベージュ色 

パトリックの定番レザースニーカーの今季のカラーはこちらの

グレー。 

グレーといえどブラウンがかったきれいな色。寒色系にも暖色系

にも合わせやすいですよ。 

今年中には入荷予定の ara の靴です。 

気になりましたら早めにご連絡くださいね 

 
こちらはヌード色。↘ 

ベージュに少しピンクを混ぜたよう

なこちらもきれいな色です。 

左のオイスター色とデザインが一見

似ていますが別品番。靴底、ファス

ナー位置が主な相違点。 

 

ROM-SPORT 12-24451  

￥28600 (税込) 

サイズ：約 22.3～25.0㎝ 

mailto:info@proud-s.com


 

6. 価 格 改 定 
2023 年 4 月より 

足底板、お修理や加工、フットケア等の価格を改定いたします。 
 

食料品、生活必需品、水道光熱費など様々なものが値上がりしましたね、靴業界も同様です。 

靴部材・原材料・輸送費等の高騰に加えて、輸入ものを直撃する円安･･｡ 

前号で、7 月より靴や靴下など当店の取り扱いの商品の価格改定をお知らせしました。 

時期を同じく、当店で作製する足底板・オーダー商品や修理・加工の部材、フットケア専用の

備品・消耗品などの多くが輸入品のためすでに価格改定が行われています。 

部材や備品等は当店である程度の在庫を常からしているので今は価格改定せずにきています

が、これまでの経験上、来年３月頃にこの在庫分を使い切りそうです。 

価格は当店作製の足底板やオーダー商品等と修理や加工は 10 数年、フットケアは約 8 年、変

更せずにきましたが今回は価格の見直しをせざるを得なくなりました。 

詳細が決まり次第、店内掲示や HP、次号でも掲載いたしますがどうぞご了承くださいませ。 

 
③ こちらは新色でっす！ 

 
―普通～ややゆったり幅― 

 
(YONEX ヨネックス ： 日本) 

 

４. 室内履きもお作りできます。 5. 暖かそうなｻﾝﾀﾞﾙ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

 
こちらは定番品の新色。今回はブラック/パープル色です。 

ブラック部分は無地ではなくレースのような模様です(右下写真)。 

 内側と靴底の淡いパープルがアクセントになっています。 

ヨネックス LC103 ￥17600 (税込) 

色：ブラック/パープル、レースﾊﾟｰﾙローズ(新色)、パールチャコール、 

パールピンク、ブラック 

サイズ：22.0～25.0㎝ 

＊メンズタイプはブラック、ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝの 3色 

  24.0～28.0㎝展開  お取り寄せにて対応。 

この間、室内で過ごす機会が多く

なり室内履きの大切さに気付いて下

さる方が増えました。 

 既製品は布(テキスタイル)の物が

多いのでお手入れ簡単な革の物が欲

しいと言われるとオーダーをお勧め

しています。革見本から選択してい

ただいて、これまで二つとして同じ

色合わせのご希望はありません。 

 あなただけのサンダル、いかが？ 

 

オーダー ￥30800～ 

製作期間 約 1か月 

2 本ベルトにファー付き

のサンダルは特に室内履き

にお勧め。24.0 ㎝相当 各 1

点ずつのため、35％OFF

で！ 

Finn Comfort(ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ：ドイツ)  

￥21450  (定価￥33000) 

ブラックとベージュ 各 1点ずつ 

 

 



 

    

2022年 11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    

12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 

2023年 1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     

 ～ひとりごと～  
急に寒くなり季節が進んで今年もあと 2 ヵ月だなんて信じられない。 

さて、先日から当店のインスタグラム(インスタ)へ投稿を始めました。 

インスタは主に写真投稿、コメントや数十秒の動画も付けられます。 

パソコンは日常的に使っているので触るのに抵抗はありませんが、携

帯で新しいことをするのは慣れるまで時間がかかるので億劫です。 

そこでまずはインスタに慣れようと『見るだけ』からスタートしました。 

自分が興味を持っていることを検索して楽しんでいましたらある時から

犬に関する写真や動画が増えてきました。 

犬の何かをチラッと見ただけでこのようなことに笑。 

AIが、私が興味を持ちそうなのを勧めてくるいわゆるリコメンド機能の

せいです。 

たくさんの子犬がヨチヨチ歩いて微笑ましいのや大型犬が飼い主に甘

えているのが襲っているように見えて笑えるものなど多数。 

赤ちゃんや子どものかわいい写真や動画も結構入ってきます。 

他にも実家を片付けている人の経過画像(物に浸食された実家を片付

けている)、ダイエット関連、簡単料理なども自動的に。海外のもあり。 

犬の時同様、ランダムに入ってくる画像に一度でも反応したからこんな

ことになっているのですが、ＡＩには、犬と子どもが好きで、実家を片付け

たいと思っていてダイエットに興味はあるけど簡単料理ばかりをラクして

作ろうとしている食い意地の張った人間と思われているんです、きっと。 

全面的に違うと言えないのが悔しい・・・笑。   

今年は今号が最後。早いですが今年もありがとうございました！ (り) 

 
7．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、コロナ対

策がまだ続いていますので引き続き定期
的なお知らせは控えさせていただきま
す。当店は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』 

 
お手数ですがよろしくお願いします。 

＊ 「ライフキネティックメソッド」開催日 11/27(日)、12/11(日)、1/15の午前（同日の 13：00～17：00は営業） 

＊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） 


