サンダルや足底板のニオイ・汚れは気になりませんか？トップカバーの張替えはすぐにできます♪ご予約か配送で！
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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
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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。

営業時間：10時～18時(祝日17時まで) 定休日：日曜・月曜(ご予約いただければ対応可)

こんにちは！お元気です

ストレッチ 始めました！
ストレッチ
１.マジックベルト

３.夏サンダル

５.ルームシューズ
６.着圧ソックス
７.価格改定
営業時間・カレンダー

ひとりごと

理されず各関節の痛みが出てきます。産後

お読みいただきありがとう

特に股関節に痛みが出ると・・動かさな

ございます。

４.メッシュウォーク

先月フットサルで股関節を痛め、理学療

法士さんの指導を受けました。元々僕は股
関節が硬く日々のトレーニング後のスト

レッチもなんとなくやってましたね(反省)

股関節を中心に「真面目にストレッチ」

を朝晩続けると１か月で明らかに体の変化

は骨盤の歪みや筋肉の硬さが出ます。

い→硬くなる(運動不足)→しゃがむ・立つと

いう動作がつらくなる→靴ひもを結ぶ、落ち
たモノを拾うことができない→姿勢の悪化。
子どもでは小学5,6年生ごろから股関節の

硬い子が見られます。偏平足や姿勢の崩れ
も気になる年齢ですね。

我流で続けるよりは専門医に診てもらい

を感じました。まだ、硬いですが・・(苦笑)

ましょう。自分の体の特徴に気付くはず。

⊛疲労回復が早くなった

すね♪柔らかすぎる

⊛痩せやすくなった

⊛ラン＆ウォーク時、股関節が滑らか♪
心と体しなやかに♪

加齢や運動不足により体内の老廃物が処

か？プラウド店長しいので
す。いつもプラウド通信を

２.ヒールカット

なぜ、ストレッチが必要か？

⊛体の柔軟性向上＆痛いのが気持ちいい！↗

1. ﾏｼﾞｯｸベルトは消耗品

子ども靴やパンプスなどに使われているマジックベ

ルト(ベルクロ)は外れないよう強度の高いものを使用

ヨガ教室もいいで
人は体幹トレーニ
ングも一緒にね！

歩きにくいけどどうしても捨てられず靴箱に眠った

2. ヒールカット＆ベルクロ作製

ままのパンプスやサンダル。プラウドではお持ち込み

しています。欠点としては着脱を繰り返すうちに急に の靴もチェックさせていただき可能なものには加工を
弱くなることです。子ども靴では糸クズや泥汚れなど ご提案しています。
でも弱くなります。靴のベルクロが弱ると足が靴の中
でフィットせず靴底を引きずりやすくなり靴の寿命を
縮めてしまいます。履き心地も悪くなるます。

ひっつきが悪いと感じたら早めに修理へ。ベルクロ

面を取り換えれば靴は長持ち・履き心地は復活します
よ。お持ち込みの靴やサンダルも
大歓迎ですのでぜひ、ご相談くだ
さいね。

⊛ベルクロ面取替(１か所)￥756～

ヒールカット(1足分)￥3000+税~
パンプス類はその人によって歩
きやすい高さがあります。デザ
インを損なわず、ﾋｰﾙをカット

↑左カット前 右カット後
約1.5㎝ｶｯﾄするだけグンと履きやすくなります。

ベルクロ作製(1足分)￥3500+税~
パンプスやひも靴に折り返しベ
ルクロをつけるだけで脱ぎ履き
簡単。お子様にも好評です。
１

3．この夏も、ものすごく暑いらしい！
足元の暑さ対策はお済みですか？ 暑い時でも足元は涼しく快適に！
以下のおすすめ商品は、脚長差や各種加工・補正も可能。
修理しながら永くご愛用くださいね。
お取り置き、お問い合わせは → プラウド
TEL 078-811-2388 まで

① これだけ開放的なら涼しいです
BIRKENSTOCK・Papillio（ビルケンシュトック： ドイツ ）
ー 普通～ややゆったり ー
足元で涼しさを感じるのは、つま先が開放されていることが第一条件。
ご覧のとおり、こちらはほとんど足が出ている状態なので涼しさは間違い
なし！(笑)
ビルケンのサンダルはヒールの高さが無いものが主流なのですが、珍しくかかと高さが3ｃｍも
あるデザインです。
ALYSSA ¥15000＋税
色：ブロンズ系(写真)の他に同デザインで光沢のあるピンク系と薄いブルー系が
入荷予定です。
ｻｲｽﾞ：約23.0～25.0㎝ 各色・各サイズ１点ずつ

②パンプスサンダルは、
微調整ができるデザインで！
シアンシューズ（日本）
ー 普通～ややゆったり ー
マジックベルトで
脱ぎ履き簡単！足の
土踏まずがサポート
されていて気持ちい
い。ウレタン靴底で
クッションもソフ
ト。エレガントなデザイン、光沢
のある革や飾り美錠など細部にこ
だわっています。
￥28000+税 ヒール高：約3.5㎝ ｻｲｽﾞ : 22.0～24.5㎝
色：グレージュ(写真左)、クロ(写真右)

③ 子どもサンダル♪
子どもさん用のサンダル、今年はサイズに
よってご提供できる色やデザインが異なりま
す。ご希望がありましたらご用意できるデザイ
ンの画像をメールなどでお知らせいたしますの
で、まずはお問い合わせください。
各サイズともご数量限定です。

⇐BIRKENSTOCK
￥7500+税
ブルー、ネイビー、ブラウン

ｻｲｽﾞ： 約15.0～22.0㎝

⇐Super Fit
￥8800+税
ｻｲｽﾞ： 19.0と22.0㎝
色：ブルー、ﾈｲﾋﾞｰ
残りわずか

Think!(ｼﾝｸ：ｵｰｽﾄﾘｱ)
ー ややゆったり幅 ー
こちらのベルトも調整可能
ベルトの飾りが個性的です
￥27000+税 ヒール高：約3.5㎝
色：ﾜｲﾝとﾌﾞﾗｯｸ 各１点のみ(約23.0㎝)
２

⇐Super Fit ￥10800+税
ｻｲｽﾞ：20.0のみ 色：ﾈｲﾋﾞｰ

4．ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟのｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ

④ こちらはｺﾝﾌｫｰﾄﾀｲﾌﾟ

YONEX (ﾖﾈｯｸｽ：日本)
ー 普通幅～ややゆったり幅 ―

Finn Comfort (ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ：ﾄﾞｲﾂ)
ー 普通幅 ー
足当たりのよい中敷き、
靴底の衝撃吸収性も高いこ
ちらはパンプスヒールとは
また別の履き心地。ちょっ
と長く歩くぞっと思ったら
こちらは最適です。
￥28000+税 ヒール高：約2.8㎝
色：ﾈﾛｴﾅﾒﾙとﾀﾞｰｸﾍﾞｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙ
ｻｲｽﾞ：約22.0～24.5㎝

ウォーキングシューズのヨ
ネックスからファスナーなし
のメッシュシューズが新登場
軽量と撥水性の高いメッ
シュで快適ウォーキング！
￥12000+税 ｻｲｽﾞ：22.0～25.0㎝
色：ｸﾞﾚｰ(写真)、他３色(取寄せ)
付いていたﾍﾞｰｼﾞｭの紐をｸﾞﾚｰ紐
(￥432)へ。印象が変わります。

5．室内履きのリニューアルと新サイズ登場！
Pas a Pas （パザパ ： 日本）
こちらの室内履きは、つま先部分がオープンか覆われているかの２タイプを
年間通じてご紹介しています(PZ-7090、7091)。 → → → → →
このたび、靴底と中敷きがﾘﾆｭｰｱﾙされました。(足を覆う布部分は変更なし)
新靴底は硬度と厚みが増し、安定のある形へ変更に
なりました(左写真参照)。中敷きは軽量化されました。
↑写真上 PZ-7090
それに伴い価格¥10000＋税になります。
写真下 PZ-7091
⇐左が新靴底、右がこれまでの靴底
新靴底は、真後ろから見ると台形のようになっていて
安定感がUPしています。
また、これまでサイズはS(22.5㎝)、M(23.5㎝)、L(24.5㎝)の3種類でしたが、新たに、
XS(21.5㎝)サイズが登場！ 幅はこれまでどおり、細め、普通、広めの３種類。
さらにさらに、普通幅のみですが、
S(24.5㎝)、M(25.5㎝)、L(26.5㎝)、LL(27.5㎝)が新登場。
これまでの室内履き(右上写真のPZ-7090、7091)とは違う木型ですので普通幅
のみといっても若干広め。
該当するサイズの方でご希望がございましたらお問い合わせくださいませ。
⇐ こちら新登場 PZ-709M ¥14000＋税
通幅のみ、S(24.5)、M(25.5)、L(26.5)、LL(27.5)の４サイズ展開
色：ネイビー（写真）、エメラルド、ブラウンの３色 ヒール高：1.7㎝

6．夏でも着圧ソックスでむくみ軽減へ

7．価格改定のお知らせ
～パンプス用薄型中敷き～

CEP （ｼｰｲｰﾋﾟｰ： ドイツ)
靴の内部にスペースが少ない履物用中敷
夏ってクーラーのきいた室内と高温の外との
き(主にパンプス)の価格を諸般の都合によ
温度差で足のだるさ、むくみがでやすい。
り７月１日より改定いたします。
足首～ひざ下までの着圧なら指先が開放されて
¥15000＋税 ⇒ ¥20000＋税
涼しいですよ。
￥3500+税 色：白、黒他
＊６月末ご注文受付分は旧価格です。
ｻｲｽﾞ：4段階(採寸します)
3

プラウド・ブログですが、開設が遅れていますm_ _m ７月中開設予定。ブログは特にプラウドの得意分野
である加工をどんどんご紹介します。「へぇ～こんなことできるんや」って知っていただけるよう準備中！

～ひとりごと～
あじさいがきれいな季節になりました。今年の梅雨は雨が多いそう。うっとうしい気持ちになりがちですが雨も必要、
快適に過ごせるように気持ちを切り替えるようにしています。
先日、雨の合間に娘と自転車で出かけました。
用事をサッと済ませて、今にも降りだしそうな空だったのでなるべく急いで帰ろうと自転車を走らせている私と娘を
追い抜かした自転車が1台。
中高生と思われる男子だったのですが、その黒のTシャツの背面には白字で大きく太い字で『豚骨』。
お習字で書くような書体で縦に『豚骨』。
思いもよらない衝撃的な文字に思わず自転車を止め、後ろを走っていた娘を振り返ると娘も驚いた顔で『豚骨』を
見ながら走ってきました(笑)
文字が書かれているTシャツは数々ありますが、その中からなぜ彼は『豚足』をチョイスしたのか・・・。考えながら
走っていると雨がポツポツと。『豚骨』くんは無事に行き先にたどり着いたかしら？
(り)
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〒658-0053
神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ
TEL 078-811-2388
FAX 078-891-8999

足から元気になるお店

ゆうメール

料金後納
郵便

プラウド

プラウド

＊定休日は、毎週日曜と月曜 ＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、 祝日 → 8/11は、10：00～17：00
定休日・営業時間外でも対応可能な日があります。お問い合わせくださいませ。8/16と17はお休みです。
＊専用駐車場はございません。
お車の場合は、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。
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