靴の修理は大好きです。当店以外の靴も大歓迎♪思い入れのある靴ならなおさらですね。お気軽にご相談を

プラウド通信

２０１７．3

Vol.47

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

足と靴のトータルチェックや再チェッ

E-mail info@proud-s.com

クは予約制です♪お電話くださいね。

http://www.proud-s.com

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)

軽い運動で心身リフレッシュ♪

朝の散歩
１.水泳よりも歩くこと

朝の散歩です。

僕がお勧めするのは

こんにちは！お元気ですか？

生活習慣を見直す第一歩は早寝早起き！お

プラウド店長しいのです。いつ

腹が空いてる状態が体は一番動きやすい。

３.2017 春の新作

もプラウド通信をお読みいただ

早起き出来た朝には暖かい服装で冷やさな

４.

きありがとうございます。

いよう体温調節。ストレッチ・準備運動を

２.シューケアセミナー

朝晩はまだ寒いものの昼間は少しずつ暖

５.春の子ども靴
６.おしゃべり倶楽部
ひとりごと
営業時間・カレンダー

かくなってきましたね。この時期気を付けた

知らない土地ならまずは近所の散歩で日

いのが「春うつ」です。引っ越し・入学・就

光浴。少し筋肉を使えば汗もかくし、カラ

職や家族構成の変化などが心身ともにかな

ダも深部･内側からポカポカしてきます。程

りのストレスになることも。人間関係に悩ん

よい疲れがあれば夜はしっかり寝られま

だり、新しい環境に慣れようとつい頑張りす

す。心のケアも大事ですが、まずストレス

ぎたりという方も多いのでは？

には軽い運動で脳の活性化が一番です。新

また、一日の寒暖の差が自律神経の乱れに
絶景ポイントをのんび
り散歩したいねぇ♪

しっかりして、さあ出かけましょう！

しい季節、慣れない環境。頑張りすぎない

繋がり、倦怠感、頭痛、肩こりなど・・・

でくださいね。プラウドはあなたの新生活

カラダの不調が出やすい季節です。

を足元から応援していますよ♪

1. 水泳よりもウォーキング♪
長年水泳を楽しんでおられる方には怒られそうです

↗

2. 靴のお手入れセミナー開催！
好評につき第２回は日曜日に開催します。

が、水泳や自転車に比べると大地を踏みしめ歩くこと

革靴はお手入れ次第で大きく寿命が変わります。お手入

「ウォーキング」は骨を丈夫にしてくれます。水の中

れしないとひび割れ、シミ、劣化を進めてしまいます。

と陸上では骨にかかる負荷や運動に使う筋肉が違って

以外に足元見られてますよね。印象が変わりますよ♪

きます。日頃、膝に不安のある方ならポールを使って
体を前に押し出すノルディックウォークがお勧め。し

革の種類と特徴、そしてケア用品の成分や特徴を理解
するとお手入れは簡単で楽しいですよ♪

かし杖のように、ただ突くだけでは体幹やバランス感

これを機会に靴箱のシューケア用品を

覚を弱らせてしまいます。どんな道具も使い方次第で

整理して自分でお手入れしてみましょう♪

す。身体が細く脚力が弱いとか足首が不安定なお子様
なら水泳よりもフィールド
アスレチックがお勧め！
太陽の下で広い公園や砂浜
芝生の上なら、裸足になる
のも気持ちイイですね♪

＊開催日時：4 月 23 日(日)10：30～12：00
＊参加定員：10 名 (定員になり次第締切)
＊参加費：￥500-(税込み)
＊持ち物：革靴 1 足(ﾊﾟﾝﾌﾟｽ、ﾚｻﾞｰｽﾆｰｶｰなど)と
革小物１つ(財布やカバンなど)
＊申込方法：4/20 までに店頭/メール/TEL/FAX で
「4/23 のセミナーに参加したい！」とご連絡下さいね。

3．暖かくぅ～、心も体も軽やかに♪
日が長くなり、暖かい日も多くなってきました。
お洋服の衣替えとともに淡い色、明るい色で足元も軽やかに！
2017 春夏カタログご希望の方はどうぞご連絡下さいね。
お取り置き、お問い合わせは →

プラウド

TEL 078-811-2388

まで

これから季節、重宝間違いなし①

これから季節、重宝間違いなし②

ややゆったり幅の方

普通～ややゆったり幅の方

(ヨネックス： 日本）

(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ）

甲を包むアッパーでメッシュ部分が全体の
60％もあるのですから通気性の高さは間違い
なしです。
つま先もゆったり、撥水人工皮革とのコンビ
ですので春のお出かけ、普段遣いにおすすめ。
￥10260
LC89 22.0～25.0 ㎝
ｸﾞﾚｲｯｼｭﾈｲﾋﾞｰ、ベージュ、
ラベンダー、ブラックの
４色(写真はｸﾞﾚｲｯｼｭﾈｲﾋﾞｰ)

靴底がゆりかごのようになっていてかかとか
らつま先へ足を自然に動かしてくれる
Finnamic(フィンナミック)。
不安定にせず、安心して一歩が出ます。
ベルトがしっかり留まるので足と靴が離れに
くい。それは歩きが軽やかになるということで
す。
￥42120 22.0～25.0 ㎝

MC89 24.0～28.0 ㎝
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ、カーキの３色展開

HUDSON 2978 約 22.0～25.0 ㎝
ﾍﾞｰｼﾞｭﾊﾟｰﾙ、ミントの２色

靴下も春夏ものへ
靴下も春夏ものへ替えてみませんか？
素材は綿+麻や細めの糸など、春夏ならではの明
るい色も多くなります。
靴下は、靴かパンツ(スカート)の色と合わせると
統一感が、また色を合わせずアクセントカラーとし
て使うなどファッションには欠かせません。
さらに、機能面からは五本指ソックスが引き続き
お勧めです。ぜひ
お試し下さいね。
￥945～

4. フットケアへどうぞ
当店で足と靴の専門店ですが、それに付
随してフットケアも重要と考えています。
足に適した靴を履いても、すでにできて
いるタコやウオノメといった足のトラブル
があると痛みや違和感で歩きたい気持ちが
激減します。
足のトラブルもしっかり解決していきま
しょう♪（初回￥3780～）
ご予約、お待ちしております♪

プラウド → TEL078-811-2388

5. 子ども靴も明るい春色に～
子ども靴も春夏を意識した配色が入荷してきましたよ～♪
サイズによってご用意できる色が変わります。

細幅～普通幅

普通幅～ややゆったり幅

（Superfit ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ：ｵｰｽﾄﾘｱ）

（adidas アディダス：ドイツ）

￥

5389

￥13824

「母の日」ギフト、大切な方へいかがでしょうか？

￥

当店のフットケアでも使用しているフットクリームとハンドクリームをセット
でプレゼントになさいませんか。特にハンドクリーム『ケロディックス』は使い
慣れたハンドクリームの上に重ね塗りすることで透明の手袋をしている状態にな
ります。食品を触っても大丈夫な優れものです。左写真参考ｾｯﾄ￥5832

６．プラウドおしゃべり倶楽部
プラウドおしゃべり倶楽部はあなたの元気な声
をご紹介するコーナーです。
皆さんの声は私どもの活力源です。
プラウドへの励ましの声・ご感想をぜひお寄せく
ださい！ハガキ等随時受付中。
お寄せいただいた方には粗品を進呈♪

先日はありがとうございました。早速帰ってから
家中の革製品磨きまくりました。
綺麗にな
ると気持ちも良いし、テンションも 上がります⤴
今回はシューケアセミナーにご参加いただいた革
好きの T さんからのメールでした。革が生き生き喜
んでいますね(笑)ご参加いただきありがとうござい
ました！

再チェック(無料・要予約)へ
当店で足と靴のトータルチェックを受け
られた皆様！
一度加工したオーダー中敷き(足底板)や足
裏から支える補正は再チェックの際に『今』
の状況に合わせて調整していくことが大切
です。
再チェックは一度時期を過ぎるとご案内
は一旦ストップしてしまいます。
ですが、再チェックはご予約いただけまし
たら時期が過ぎてもいつでも OK ですよ。
オーダー中敷、脚長差など加工や修理・調
整をさせて下さいね。
ご予約、お待ちしております♪

プラウド → TEL078-811-2388

～ひとりごと～
前回の『娘に翻弄された話』は、大反響でした。
「自分の身に起こったらと思うとゾッとする」「似たようなこと、昔、あったわ」などなど(笑)。
娘本人に前号を読ませたところ、ゲラゲラ笑って「お母さん、文章うまいやん」っと。違う、反応が違う。
「そんなこと書かんといて、恥ずかしいやん！」

これが私の望む反応なのに(笑)。やれやれです。

さて、今回は自分のことが情けないと思った話です。
２月終わり、スマホを初期化せざるを得なくなりました。初期化とは、買った時の状態に戻ること。バックアップ
（複製）をしていなければ、そう、スマホで今まで使っていたことが消えてなくなり復元不可になるということです。
私のスマホは４桁のパスコード(暗証番号)を最初に入力して使うタイプですが、ここ１年ほどの間にこのパスコ
ードを７回ほど替えていました。なぜ頻繁に替えていたか・・。ここにまたしても娘が絡んでいます。
娘が、私がパスコードを入力するのを盗み見て勝手に私のスマホを触るのです。それを阻止しようとして次々
にパスコードを替えていました。最初は自分と関連のある数字でしたが、最後の２、３回は押しやすい番号になっ
ていったのです。そして４、５日スマホを使わなかった結果、とうとうパスコードを思い出せなくなってしまいました
(涙)

最近、いろんなことを思い出しにくくなっていると感じていましたが、情けない・・そして、娘に負けた気がす

る・・・結局、どうしようもなくて初期化したのですが、バックアップをちゃんとしてなかったのでほとんど復活できず
不便な日々です。これからはスマホだけでなく自分自身のバックアップをしとかなあかんな(涙)。
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＊定休日は、毎週日曜と月曜

＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、

祝日 は、10：00～17：00 の営業です。

3 月 15 日(水)は臨時休業いたします。

TEL 078-811-2388

神戸市東灘区住吉宮町 3-14-10-1Ｆ

〒658-0053

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

＊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。

