
 ←この靴の良いところは指
の付け根部分を覆うこの V
字のカッティング。この辺り
はよく痛みがおこる箇所。皆
さんにご紹介できる靴かど
うかを見極める大事なポイ
ント。こちらは合格！ 

ROSWELL ￥39960 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ﾋ
ｰﾙ高：2.8㎝  色：黒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

サンダルの靴底が突然「ボキッ！」 革やコルク、ポリウレタンや接着剤は経年劣化します。靴底のチェックを♪ 

「余裕」をつくる 

１.フレッシャーズへ 

２.「教える」 

３.夏の準備 

４.再ﾁｪｯｸのご案内 

ひとりごと 

営業時間・カレンダー 

ちょっこっと「余裕」ありますか？ 

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。 

靴選びのご相談でよく目にするのがサイ

ズの小さい靴です。長い時間をかけて小さい

靴に慣らされた足趾はすぐには元に戻りま

せん。毎日のケアが大事ですね。 

①角質･爪のお手入れ、白癬は皮膚科へ 

②毎日お風呂で爪や足趾のマッサージ 

③5 本指ソックスを履く 

④足指のグーパー体操、足裏マッサージ 

⑤足趾が充分伸ばせる靴選びを！ 

⑥目線を上げ足趾を使って歩きましょう 

足趾の先に余裕＝すきま・空間を♪ 

↗ 

GW 後多忙を極めていたあなたも少しず

つ「余裕」が出てきましたか？社会生活が

便利になり過ぎると効率良くて当たり前。

すると些細なことにもイライラが出ます。

「怒り」が増えすぎると健康にも悪影響。

時間やお財布、情報を見極める余裕が必要。

TV でテニスを観ていると、怒りを爆発させ

ながらも次のワンプレイに集中するエネル

ギーに瞬時に変換していますね♪すごい！ 

日々の子育てや仕事での人間関係で上手

くいかない時は散歩やジョギング(有酸素

運動)、ストレッチなどを習慣に！ 

ストレスに負けない体を作りましょう♪ 

 

1. 新入生、新社会人の皆さんへ 

 

新生活がスタートしてからしばらく経ちますが、快

適に歩けていますか？慣れないローファー、パンプス

は「疲れ」が倍増ですね。足を引きずったり、変な歩

き方、靴底の減り方になっていませんか? 

履きなれると今度は革が伸びてきて、足がゴソゴソ

動くこともありますので何度でも遠慮せず言ってくだ

さいね。修理したり、調整するのが私たちの仕事です

から我慢せずご連絡下さい。 

学校や職場でのご活躍 

が私たちの励みになります。 

フレッシャーズ以外の方も 

お気軽にご相談ください 

ませ。 

足趾は感覚センサー 

 健康は靴選びから♪ 

2. 「教える」を教える！？ 

 

4 月初旬に中卒の短期バイト君が来てくれました。初

めての仕事は緊張するし、ミスも犯します。新人と言っ

てもやがて経験を積み時間が経てば、いずれは後輩も出

来ます。教えてもらっている今から「教える」側の意識

を持ってほしいのです。ある小学校の授業では友達に教

え合うことで全体の成績が伸びた地域もあります。ドイ

ツのマイスター学校でも「哲学」や「教える訓練」の授

業があるそうです。弟子が出来てから慌てたり「育てる」

ことの失敗が無いように自立した人間を作り・引き継ぐ

ことでしょうね。「自分で考える」習慣が付けば何かに

依存せず自立できます。今はバイトですがいずれ誰かを

育ててほしいですね。ところで僕の教え方はバイト君に

とっては、どうだったんでしょうかね？汗 

 

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 

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) 

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.52 

2019.6 



① 暑い時は『シルバー』でしょ 

普通～ややゆったり幅ﾀｲﾌﾟと 

やや細～普通幅ﾀｲﾌﾟ 
(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ） 

 

シルバーはやっぱり暑い時期に映える色。 

太陽のキラキラを受けて涼やかさが UP。 

暑さを楽しめる、元気の出る色です！ 

そして、こちらのサンダルは靴のようにカカト

周りが包まれているので足首がグラグラせず

疲れにくい。 

 暑いけれど出かけたい！このサンダルならお

役に立てそう。 
 
 その１ ↓ 普通～ややゆったり幅タイプ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 その２ ↓ やや細～普通幅タイプ 

 

  

 ３ 

 3．夏に向けて、ご提案しますぅ 

雨の季節ですね。雨も必要ですから嫌がらずに受け入れ 

夏に向けての英気を養っています。 

暑い季節に活躍できる靴、ご紹介いたします(価格は税込表示 ) 

ご希望の品がありましたらまずはお問い合わせください。 

   在庫は流動的ですので確認し、お取置きやお取寄せを致します。 

ご連絡は TEL 078-811-2388 まで♪ 

 

グーテバールカラーオーダー 

③ こちらも新色ぅ～ 

やや細～普通幅 
（PATRICK ﾊﾟﾄﾘｯｸ：フランス） 

 
こちらﾊﾟﾄﾘｯｸからも定番品からこちらも新色。 
とてもきれいなネイビー、かかと部分だけピン

ク色。見えます？ 
チラリなのがいいでしょ。 
こちらも夏は白系のパンツやスカートで、ぜ
ひ！ 
 

② 新色！ 新色！ 

普通～ややゆったり幅 
(YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本） 

 

ヨネックス定番品から新色が出ました。 

メッシュ素材ではありませんが、グレープ色

(左)とマスタード(右)色が爽やかなので軽快に

なります。白やベージュ系のスカートやパンツ

にぜひ合わせてみてください。 

 
 

２ 

←サンダルだけど靴のような安定
定の履き心地。ベルトはすべて
マジックベルトなので微調整も
簡単 

SHINTRA－S ￥32400 
サイズ：約 22.5～25.0㎝ 
ﾋｰﾙ高：2.5㎝   
色：ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ(写真) 
  ネロ（黒系）の 2色展開 

→アッパーは撥水ｽﾄﾚｯﾁｱｯﾌﾟﾚ
ｻﾞｰ。これは履いた瞬間から
足の動きに馴染み、小雨なら
はじきます。内側にファスナ
ーあり 

LC41 ￥10584 
サイズ：約 22.0～25.0㎝
色：ｸﾞﾚｰﾌﾟ、ﾏｽﾀｰﾄﾞ、 

ﾌﾞﾗｯｸ、ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ､ 
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 

→こちらのベルトもﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ
なので微調整は簡単。ここの
ところこのデザインは大人気
で色展開が多い、多い。 

FES・FES-S ￥29160 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ 
ﾋｰﾙ高：2.8㎝  
色：ﾌﾞﾗｯｸ、ﾌﾞﾗｯｸｸﾛｺ、 

ﾚｯﾄﾞ、ﾌﾞﾙｰ、ﾈｲﾋﾞｰ、 
ｻﾝﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ 

→ﾚｻﾞｰｽﾆｰｶｰなのでカジュア
ルな分野に入るとは思いま
すが、質がいいのでワンラ
ンク上の装いでも相性よし。 

PUNCH14 ￥18360 
サイズ：約 23.0、23.5㎝
のみとなりました。 



   

⑥ 色がキレイなパールベージュ 

やや細～普通幅 
(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ） 

 

定番品の新色。 

ｺﾝﾌｫｰﾄｼｭｰｽﾞﾒｰｶｰの作るおしゃれ系の靴の中

で断トツの高支持率！ 

甲の V 字カットで足スッキリ、足首が包み込

まれて安心。そしてﾋｰﾙっぽく見えるのですが

靴底全面が地面に接地しているので疲れにく

い。ｺﾝﾌｫｰﾄの精神はそのままです。 

履いてみていただくと納得 

の１足。 

④ 紐は付いていますけど・・ 

やや細～普通幅 
（YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本） 

 
こちらはヨネックスの新しいライン。 

紐は付いていますが、ベロと履き口周りがゴ

ム、しかも一体化しています。 

ベロって、紐の下にある履くときにきちんと

引っ張っておかないととつま先側へ入って気

持ち悪くなる、あの部分。あのストレスなし。 

履き口が狭いのと紐が付いているので、ゴム

がもし伸びてもフィット感が失われにくいの

がよいと思います。 

一瞬履きにくいけれど、履いたら楽。 

そして軽量だけどクッション性も快適です。 

３ 

→ひもｽﾄｯﾊﾟｰが付いていま
すので脱ぎ履きが簡単！ベ
ルクロ加工も出来ます。 

サロモン ￥7020 
サイズ：約 18.5、19.0、
20.0、21.0 
色：ﾈｲﾋﾞｰ系とｲｴﾛｰ系 

→つま先は親指から小指にか
けてなだらかにカーブしたｵﾌﾞ
ﾘｰｸ設計。指先も伸び伸び。 

LC99 ￥16200 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ 
色：ﾎﾜｲﾄ、ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ、 

ﾚｯﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ（写真）、 
ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ 

ﾒﾝｽﾞはﾌﾞﾗｯｸ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
があります。 

⑤ 靴底の『ふわり感』がやみつきに♪ 

普通～ややゆったり幅 
（ALTRAアルトラ ： アメリカ） 

 
こちらは新規取扱いブランドです。 

スポーツシューズの今の主流は、靴底が厚め

でクッションが柔らかくて高反発。 

甲を包むアッパーが超軽量メッシュやニット

素材で蒸れず、優しく足を包みます。 

そして踵はピッタリ！5 本の指先をしっかり

伸ばせる形がアルトラの特徴です。 

ストレス無く長時間の使用でも衝撃吸収性が

高いので疲れにくい。 

トレイルや長距離ランナーからの支持が多い

のですが、体の硬い方、立ち仕事の多い方 

普段の散歩などにもお勧めです！ 

 
→こちらは超軽量メッシュタ
イプ。涼しいです。きっと冬
は寒いと思います 

DUO 
￥17280 
サイズ：約 22.5～26.0 
色：ﾌﾞﾙｰ/ﾋﾟﾝｸ（写真）、

ﾌﾞﾙｰ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ 
ﾒﾝｽﾞもあり 

←こちらはニットタイプ 柔ら
かいニットです。街歩きに
も使えます。 

  在庫わずかです 
VALI 
￥15120 
サイズ：約 22.5～26.0 
色：ｸﾞﾚｰ 
ﾒﾝｽﾞもあり 

→指先を圧迫しない形状もとても
いいです。夏に映えるﾍﾞｰｼﾞｭ
ﾊﾟｰﾙ(写真)が人気。 

KOMAZAWA ￥41040 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ 
色：ｸﾞﾚｲﾊﾟｰﾙ、ﾌﾞﾗｯｸｴﾅﾒﾙ

ﾍﾞｰｼﾞｭﾊﾟｰﾙ 

⑦ 子ども靴はモデルチェンジ 

やや細～普通幅 
(SuperFit ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ ： ｵｰｽﾄﾘｱ） 

 

当店定番のスーパーフィットがこの春夏商品

からモデルチェンジしました。 

メッシュの素材が変わり、靴底も変わりまし 

たがこれまでどおり子どもの成長を考える造 

りに変わりはありません。 

 \13824 約 15.0～25.0㎝
サイズによってご用意できるカラー

が変わります。 



 

 

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    

6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       

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 

 ～ひとりごと～  

急に暑すぎる・・・。 

もう日本には春と秋はないと思って暮らしていますが、皆様は

お変わりないでしょうか？ 

さて、先日、宅配便を出しにコンビニへ行きました。 

対応してくれたのは外国人の男性の店員さん。 

よく行くコンビニなので彼が働き始めて間もない人だと推察。 

でも、テキパキと私の宅配便を処理してくれました。 

しかも、私が書いた郵便番号が読みにくかったようで、 

「コレハ、6デスカ？8デスカ？」と指摘。 

「わかりにくくてすみません、6です」 

「ハハ～ン、ダイジョウブデス」と(笑)。 

コンビニで働く人にいつも感心しています。 

コンビニでできることが多種多様なので、そこで働く人はそれ

らに対する処理能力の高さとスピーディーさが求められます。 

さらに、彼、日本語を話し、読み書きもする、すごい。 

私が外国に住んだとしてコンビニで働けるだろうか？ 

無理だろうな、きっと。 

そもそも、スピードを求められると途端にシドロモドロするの

で私にはきっとできない職種だなぁ。 

できることを確実にまずやろうとつくづく思います。  （り） 

 

 

 

４．再ﾁｪｯｸのご案内方法等 
について 

 
再チェックのご案内方法は、最初のトータル

チェックの際にご希望のあったハガキかメー
ルのどちらかになります。 
ハガキ希望の方の中で、 
今後はメールでもいいよという方はいらっ

しゃいませんか？ 
いらっしゃいましたらぜひメールへ変更さ

せて下さい。 
メールですと再チェックだけでなく、お探し

の商品画像や最新情報なども随時ご連絡可能
です。 
登録させていただきますので、お手数ですが

以下までメールを！ 
  

info@proud-s.com  
また、再チェックの時期はお一人おひとりの

状態に合わせて替えさせていただいてます。   
再チェックはこちらからのご案内前でも必

要とお感じでしたらご予約下さいませ。 
 ご案内した時期を過ぎてしまった場合、その
後のご案内が一旦止まってしまいます。 
 その場合も、思い立ったが吉日。 
ぜひご予約いただき靴と足のチェックを！ 

＊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～17：00まで）    

＊8/16、17は夏休みをいただきます。 

 ＊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。 

mailto:info@proud-s.com

