あなたの足はどんな足？自分の足の特徴がわかれば、選ぶ靴も永く付き合える相棒になってくれますね♪
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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)

靴擦れを未然に
防ぎましょう

靴擦れを防ぐ
１.ハイドロコロイド

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♪

紐をしっかり結んでいて
もかかと裏の革が破れること
がありますね。革当てと革伸ばしで靴擦れ

２.セミナー開催

酷暑お見舞い申し上げます。 しにくくなります。
お元気ですか?プラウド店長しいのです。 プレーンパンプスもベルト加工すれば前す

３.夏シューズ
４.再チェックご案内

いつもプラウド通信をお読みいただきあ

べりや趾先の負担は軽減し

５.サロモン子ども靴

りがとうございます。

ます。かかとの硬いﾌｫｰﾏﾙ

６.おしゃべり倶楽部

「買った時は良かったのに、靴擦れしまし

靴は購入時に当たるところ

た！」当店でもたまに聞く声です(＞＜)

をストレッチしましょう(持込 OK!)

この仕事を始めた頃、自分で作った靴で靴擦

一度靴擦れで辛い経験をされた方は「硬い

れしたことを思い出します。出先から裸足で

靴は履きたくない！」とグニャグニャの柔

帰ろうかと思うくらい・・・あの痛みは忘れ

らかい靴ばかり履く方もおられます。(泣)

ひとりごと
営業時間・カレンダー

られません！(苦笑)

せっかくのお出かけが！

外反母趾を予防したい方、歩く量が少な

靴擦れになる方は踵の骨の形状と、靴選び履

く「コンニャク足」の方は足をしっかり包

き方など何か原因があるはず。我慢しながら

んでくれるデザインを選んでくださいね。

履き慣らす前にぜひお持ちくださいね。↗

加工や調整もします。ご相談くださいね♪

1. ハイドロコロイド・・・？
我が家のケガをした時のおまじないです(笑)
部活でソフトボールをしている中 2 の娘は膝やすね
にしょっちゅう擦り傷を作って帰ってきます。昔は消
毒してガーゼや絆創膏っていうのが常識でしたが今は
違いますね。かさぶたを作らないジュクジュクを利用
した湿潤療法(ラップ療法)が主流です。
「消毒しない」「乾かさない」「水でよく洗う」で
跡が残りにくく早くきれいに
治ります。痛がる娘の傷口をじーっ
と見ていると皮膚の構造は不思議
ですね(笑) 人間の力ってすごい！
野外活動、旅行先での擦り傷のケ
アにも活用できますね♪

2. 「ごきげんバランスクラス」セミナー開催
８月のテーマ 「股関節の動きをみがく」
元気に歩いていますか?ストレッチはどうですか？運動していて
も体が硬いと逆効果。特に股関節の硬い方にはチャンスです！！
身体の専門家から、自宅で出来るストレッチや筋トレ・体の動か
し方を学び、元気でしなやかな身体を作りましょう！
どなたでも気軽にご参加いただけます。残りわずかです。今すぐ
お申し込みを！

開催日時： ８月２０日(日)13：30～14：30
場所： 御影ごきげんクリニック 2F リハビリテーション室
(阪急御影駅を南東へ徒歩１分)

参加費： ￥1,000-(税込)

定員１０名

(定員になり次第締め切らせていただきます)

講師： 中西 眞 氏(理学療法士)
申込： TEL：078-223-5599
メール：gokigen.pt@gmail.com
① お名前 ②年齢 ③連絡先をお知らせください。

メールの場合、件名：「バランスクラス申込み」
ご興味のある方、詳しく知りたい方はプラウドにてチラシを配布中です♪

3．暑い･･･ものすごく暑い･･
「暑い」と口にすると暑さに負けた気がしてなるべく言わな
いようにしてきましたが、もうすでに完敗です。
だからこそ少しでも快適に過ごせるような商品ご紹介します
お取り置き、お問い合わせは →

プラウド

TEL 078-811-2388

まで

① このデザインなら秋口の暑い日まで OK♪

②シルバー色は今や通年仕様よん♪

普通～ややゆったり幅の方

普通幅の方

(YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本）

(YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本）

足首近くまで甲がしっかり覆われています
が、スリットが入っていて涼やか。つま先がオ
ープンではないので真冬以
外はきっと大活躍。
脱ぎ履きは足首に一番近
いベルトのバックルで。
でも、このバックルの裏
側はゴムになっているのでバックルを外さなく
ても脱ぎ履き可能タイプです。（ただし、この
ゴムはいずれ伸びてしまいます。その時はゴム
の取替もしくは、ゴムをとってマジックベルト
面の取付け加工￥1728～が可）
YONEX LC85 ￥1512022.0～25.0 ㎝
色：ｽﾊﾟｰｸｺﾞｰﾙﾄﾞ(写真)、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、黒、ダーク
ﾌﾞﾙｰ、白など(ｽﾊﾟｰｸｺﾞｰﾙﾄﾞ以外はお取寄せ)

こちらもヨネックス。でも、ファスナーなし
脱ぎ履きが面倒という理由で敬遠されがちな
紐靴ですが、足の状態に応
じて微調整ができるのは
やはり紐靴なのです！
ファスナーがないので
スッキリ♪
甲部分が比較的低めなので甲が薄い方にはお
勧めです。
軽量タイプですが、靴底のクッションは問題
なし。
足底板が使えます。
YONEX LC75 ￥1512022.0～25.0 ㎝
色：シルバー(写真)、グレージュ、ブラック、グレ
ーなどあります。(シルバー以外はお取寄せ）

③ 足のニオイ対策を！
暑い季節になるとお問い合わせが増えるのが足のニオイ対策です。
足のニオイの要因を取り除きつつ(食事、同じ靴の履きっぱなし、タコやウオノメのケア用品を
貼り付けたままなど)、付いてしまった臭いにはケア商品をお使いいただくのがいいと思います。
いろいろな商品が発売されているのでご自身が納得できるものを探してみてください。
プラウドからはこの２品をご紹介します。
写真左）GL 消臭スプレー：無香 240ml ￥864
足のみならず生活環境に存在している悪臭成分を化学反応によっ
て吸着し、消臭。消臭速度が速く再放出しない
写真右）Kila clean ￥1080
脱臭剤機能+除菌力を兼ね備え使用期限１ヵ月後に干せば再利用可能。

２

④ ハンズフリーのﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ
（Treksta ﾄﾚｸｽﾀ：韓国）
５本の指で地面をつかむ感覚、砂浜を素足で歩く感覚に似たフィット感・・これらはトレクス
タの商品スタンスの一部ですが、履きやすさはこういうところから。
今回ご紹介するのはこれまでになかった、手を使わずヒール部分につ
いている小さなスイッチのようなものを地面にあてて靴の着脱ができる
デザインです。当店では靴を履く時は、「かかとでトントン」とよくお
伝えしていますが、あのポーズで着脱できるなんて・・・
もちろんゴアテックス仕様ですので防水完備。
ハンズフリー103 GTX ￥23760まだ数足しか入荷していませんので、試着ご希望の場合は事前
メンズ 25.0～28.0 ㎝ ﾈｲﾋﾞｰ
にお問い合わせくださいね。（取寄せには約５日間かかります） ﾚﾃﾞｨｰｽ 22.5～25.0 ㎝ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ

４．上履き・外履きサイズは大丈夫？新学期の前に足の再チェックを！
新学期が近づくと外靴や上履きのご希望が急増します。
特にお盆明けにお問い合わせが多いのですが、再チェックのご予約の際に
「上履きが欲しい」とか「運動会にむけて靴を見直したい」など一言ご希望を
お聞かせください。ご用意できるものをできるだけご来店当日までにご用意で
きるようにと思います。 ＊お取り寄せには平日で３～５日かかります。

５．復活するらしい！
サロモンの子ども靴(*^^)v
当店では大好評だったのに残念ながら輸入
がストップしてしまったサロモンの子ども
靴・・。
先日、来年の春夏商品の展示会へ行きまし
たら輸入が復活するとのこと。
発注総数が一定数に満たないと入荷なしと
なるかもしれませんが、可能性が出てきまし
た。
メーカーであるフランスのサロモンでは、
子ども靴に力を入れているそうで日本の代理
店さんも見直したんだと思います。
そりゃそうよ、だっていい靴だもん♪
詳細が分かり次第改めてお知らせします
ね。
展開予定サイズ 17.5～21.5 ㎝
入荷予定 2018 年 4 月頃

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。皆のさん声は

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下さい。メール・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♪

先日はお忙しい時に、娘のローファーの調整をして
いただきありがとうございました。娘は「前に買った時
は、プラウドさんで調整してもらわなくても大丈夫だ
と思ったけど・・・。やっぱり調整したほうがずっと快
適！」と喜んでいます。私が購入したサンダルも快適
です！歩くのが楽しいので、今日はちょっと遠くまで
ランチをしに来ています。
娘さんは小さい頃から靴の履き心地がわかるお子様で
こちらが感心しておりました。K さん、素敵なメールあ
りがとうございました♪

３

～ひとりごと～
お店にいるといろんな電話がかかってきます。
もちろん、足と靴についてのお問い合わせが圧倒的に多いのですが、２月頃からある職種の方々からのお問い
合わせが入ってくるようになりました。
その職業とは競輪選手。

きっかけはこの近辺にお住いの競輪選手がご来店になり、レース用の靴の加工を

お受けしたことでした。その加工は初めてでしたが結果、その選手さんに仕上がりを気に入っていただけ、他の選
手に聞かれたらプラウドを紹介していいかと聞いてくださったので、もちろんと。
でもその時はこの初加工がまずご満足いただけ、次に不具合なくお役に立てばと思っていました。
その後、忘れた頃に１件、また１件と「競輪選手の○○と申します・・・」と最初の方と同じ加工のお問い合わせ・
ご依頼をいただくようになりました。最初の選手がご紹介してくださり、次から次へと伝わっていったのです。
加工をする場合、いつもなら直接お会いして現状を確認してからするのですが、ご依頼くださる選手の皆さんは
全国各地にお住まいなので一定基準で写真撮影してもらいそれを参考に加工していくことにしました。
うちにとっては異例の、お会いしない状態での加工が続いています。
最初に、「やったことないから」と加工をお断りしなかったことで全く知らなかった世界の方とご縁ができました。
HP で競輪選手のこと（女性選手も増加中）や競輪場の場所（全国にこんなにあるのか）など調べてみたり(笑)。
今度初めて車券買ってみよっと。
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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。

８月 15 日～17 は夏休みをいただきます。

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。

