子どものような好奇心、あなたは持っていますか？近所でも知らない道を探して歩くとワクワクしますね♪

2020.1
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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♪

営業時間：10 時～18 時(祝日 17 時まで) 定休日：日曜・月曜

あなたの靴選びの基準は?
靴選びの基準

Vol.53

【

お元気ですか? プラウド店長

「知る」のレベル 】

①無意識⇒足のトラブルにも気付かない

１.店舗移転について

しいのです。いつもプラウド通

②聞く⇒思い込み、先入観が生まれる

２.商品のご紹介

信をお読みいただきありがとう

③信じる⇒偏った情報かも？

３.靴のお手入れ

ございます。

④見る ⑤感じる そして ⑥考える

４.再ﾁｪック
ひとりごと
営業時間・カレンダー

顔も足も十人十色。足のお悩みや足に合っ
た靴選びも、それぞれ違いますね。

何事も見ただけでは物事の本質には辿り着
いてないですよね。僕も痛い思いや失敗し

あなたは親しい友人から「靴選び」の悩み
を相談されたら何と答えますか？

た経験が在って考察・研究してきました。
センス・感覚が磨かれるわけですね♪

子どもから大人までサイズや幅はもちろ

ブランド名だけで安心してませんか？大

ん、踵の芯材の硬い靴が丈夫で長持ちです。 量生産は個体差も有りますよ。自分に合っ

子どもの姿を見ていると
元気になりますね♪

特にお子様の成長は待った無し。すぐにボロ

てるか？ 判断基準を作りましょう。私ど

ボロになるからと安価な靴を履かせていま

もの仕事は良いか悪いかどちらかです。履

せんか？使い捨ての時代ですが「モノを大事

き心地は我慢(慣らす)せず、感じたときに加

に！感謝する心」も育てていきたいですね♪

工や調整をお気軽に仰ってくださいね♪

1. 新店舗移転に伴う休業のお知らせ
2020 年 2 月に新店舗に移転することになりました。

↓プラウド

移行期間(約 1 週間)は日頃の業務内容全般が出来ませ
ん。工事・移行期間の詳細については決まり次第メー
ル、ハガキでお知らせ致します。皆様には大変ご迷惑
をおかけしますが何卒ご理解・ご協力のほどよろしく
お願い致します。

新店舗

「なぜ移転するの？」靴の材料や設備が少しづつ増え
今年で 18 年目になりました。作業効率だけでなく、
これまで以上に「元気な人が集うサロン」のような場
所にと考えてます。ちょっと散歩のついでに気軽に立
ち寄れる心地良い空間を少しずつ創って行きます。歩
くのが辛い時は気軽にご相談くださいね～(笑)
これからも「足から元気になれる靴屋さん」です♪

［新店舗］〒658-0053
神戸市東灘区住吉宮町 3 丁目 10-22
精和マンション 1Ｆ南号室
(電話番号、営業時間、定休日は変更ありません)
現店舗から西南へ 200 メートルのところです。

３

2．冬から春にかけてお使いいただけるものを！
今から使えて季節が変っても生かせる商品をご紹介します。
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、メール info@proud-s.com まで♪

①

ハイカット丈でもこの色なら
使える季節が幅広～い

② 新モデルです。
こちらでもしっかり歩いてください！

やや細～普通幅

普通～ややゆったり幅

(ＰＡＴＲＩＣＫ パトリック ： フランス）

(YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本）

パトリックの商品は定番以外に年に４回ほど
定番の新色や新素材、復刻デザインなどがでて
きます。
それらは受注会で注文した数しか作られない
ので本当に希少。
こちらのベージュ色・ヌバック素材のハイカ
ット(くるぶし上丈)もぜひご紹介したいと思っ
て受注会で発注していたもの。
全国に何足あるのかなぁ？たぶん少数です。
白色や茶色系のお洋服に
合わせていかがでしょうか？

ヨネックスの新モデルです。
今、流行りの柔らかい厚底クッション。足指
付け根は曲がりにくい構造。これにより一歩の
蹴り出しがラクなように工夫されています。
これまでより歩幅を大きくどんどん歩けるの
で、運動効果を高めてくれます。ファスナー付
きで脱ぎ履きカンタン。ただ紐はしっかり締め
ましょうね。 日常履きにぜひ！お勧めです。
→アッパーは撥水ｽﾄﾚｯﾁｱｯﾌﾟﾚ
ｻﾞｰ(履いてすぐ足の動きに
馴染み、小雨は防ぎます)
内側にファスナーあり

LC103 ￥16500
ｻｲｽﾞ：約 22.0～25.0 ㎝
色：ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ、ﾌﾟﾗﾑ、
ｼﾙﾊﾞｰ、ﾌﾞﾗｯｸの 4 色
＊紳士ｻｲｽﾞ取り寄せ可
色はﾓｶ、ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ、
ﾌﾞﾗｯｸの 3 色

→ファスナーはありません。紐
を使ってしっかり脱ぎ履きし
てくださいね。

St.PUNCH-PN ￥20900
ｻｲｽﾞ：約 23.5～25.0 ㎝
色：ベージュ(ﾇﾊﾞｯｸ素材)

③

定番デザインの限定品！

やや細～普通幅

（PATRICK ﾊﾟﾄﾘｯｸ：フランス）

こちらはパトリックの定番デザインでアッパー素材が今回のみの限定品。
やや毛足の長いヌバックレザーを使用。
ネイビーとサンド、両色とも落ち着いた色合いですので普段のみならずお出
かけにもぜひ！
→この通信に掲載する前から店頭でご紹介おりましたため、各色あと少し。ごめんなさい。

SANGER-NU ￥19800
２

ﾈｲﾋﾞｰ ：約 23.0、24.0 ㎝、ｻﾝﾄﾞ 約 23.5 ㎝のみ

上写真左から、ﾊﾟｰﾙ
ﾋﾟﾝｸ、ｼﾙﾊﾞｰ、ﾌﾞﾗｯｸ

④

シューケア用品♪

1）リスの靴ベラ
これ、リスです。
靴ベラなんです。
ひっくり返してしっぽのところ
がベラになっています。
独立型なので玄関先にチョコンとどうぞ。
靴ベラは靴を履く時の必需品。良い点は、
・靴の中にかかとが真っすぐ入る。
・靴の重要なかかと部分を潰さない。
靴のかかと部分をふみつぶすと靴の寿命が
一気に短くなりますし、足のかかとが収まる
べき位置よりつま先側へズレてしまい指先が
痛い、爪が食い込んできたなんてことも。
靴をお修理でお預かりする時、靴のかかと部
分がつぶれているととても悲しいです。
靴ベラを使うって大切で基本中の基本！
ぜひ、靴ベラを活用下さいね。
→このリスベラの高さは１４㎝ほど。
かかとに当たるところものカーブ
も良い感じです。

リスベラ ￥550
色：写真下左から
ｵﾚﾝｼﾞ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、ﾌﾞﾙｰ､
ｸﾞﾘｰﾝの 4 色

2)ブーツキーパーはお持ち？
革靴にはシューズキーパーを入れての保管
をお勧めします。
シューズキーパーは靴に付いたシワを適度
に伸ばして型崩れを防ぐとともに、素材が木
製であれば臭いや湿気を取り、靴が長持ちす
るのを支えます。
今回ご紹介するのはブーツの筒部分の革の
保持に役立つキーパーです。
すねとふくらはぎを
考慮した形。
よく考えられてる～♪
今回在庫限り 25%OFF にて

⑤ サイズ展開 24.5 ㎝～ですが、
ボアダイヤル付きで脱ぎ履きカンタン

普通～ややゆったり幅
(YONEX ﾖﾈｯｸｽ ： 日本）
ボアダイヤル付きの靴はメッシュ素材のスポ
ーツタイプが多いのですが、こちらは革でカジ
ュアルなデザインが人気です。使用用途が広が
りますね。
ダイヤルに使い慣れるとファスナーより使い
やすいのに締めた時のフィット感は抜群です！
→ひもｽﾄｯﾊﾟｰが付いていま
ただ、こちらのサイズ展開は、
すので脱ぎ履きが簡単！ベ

24.5～27.5
㎝。
ルクロ加工も出来ます。
現時点で入荷待ちのため
サロモン ￥7020
サイズ：約 18.5、19.0、
まずはご予約を承ります。
20.0、21.0
色：ﾈｲﾋﾞｰ系とｲｴﾛｰ系
→アッパーは天然皮革
ＭＣ96
￥19800
サイズ：約 24.5～27.5
色：ﾌﾞﾗｯｸのみ
入荷予定は 2 月以降

３．スニーカー好きさん

集まれ～♪
新店舗移転記念の初イベントですよ～！(笑)

シューケア用品のコロニル社(ﾄﾞｲﾂ)よりこのたび
スニーカーを長持ちさせるテクニックをご紹介！
スニーカーはメッシュと革の異素材コンビが多い
ですがケアに悩むことありませんか？
そんな悩みにお応えして、つま先・踵のスウェー
ドの汚れ、靴底側面の汚れ落としとコーティングな
ど、誰でも簡単にできる方法をご紹介いたします。
子ども靴 Superfit もお手入れできれいになります
よ。もちろん革靴・革製品のケアもおさらいします。
ぜひ、お子さんと一緒に体験しませんか？
いますぐ TEL、メールでご予約を！
日 時：3 月 8 日(日)10：00～12：00
持ち物：スニーカー1 足、革製品 1 点
参加定員：15 名(定員になり次第締切ます)
参加費：￥550-(高校生以下無料です)

ご提供します！(在庫なくなり次第終了します)
ペダック（ﾄﾞｲﾂ） ロングタイプ 1 足分
定価\2640→￥1980３

4．再ﾁｪｯｸのご案内方法等
について

～ひとりごと～
歳が明けてしまいました。
本年もどうぞよろしくお願いします。
昨年も日々しっかり過ごしてきたつもりですが、なんとも早い
一年でした。
とはいえ、一日一日やれることをやって過ごしましたし、何よ
り大病せず健康でいられたことがよかったと思っています。
さて、今年はどうか。
世の中としては、東京オリンピック・パラリンピックの開催がい
よいよとなってきましたのでこれが楽しみです。
スポーツ観戦は大好きなので、テレビの前でいつものことな
がらグランドの選手たちと一緒に練習してきた、または選手の
家族くらいの気分で観ることになると確信しています。
また寝られなくなるなと(笑)。

前号でもお知らせしましたが、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。
これまでハガキ希望の方で、
今後はメールでもいいよという方はぜひメ
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、思い立ったが吉日です。ぜひご
予約いただき、今の足と靴のチェックをさせて
いただき、今後の目標を決めましょう！

自身のこととしては、1 ページ目でご案内しましたとおり移転
することになりました。
新たな場所でリスタートします。
新しい場所ではありますが、これまでと変わらない気持ちで
皆様をお迎えしたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願
いします。
(り)

2020 年 1 月

2月

3月

日

月

火

水

木

金

土

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

9

10

11

12

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

26

27

28

29

30

31

23

24

25

＊定休日は、毎週日曜と月曜
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＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、 （祝日は～17：00 まで）

＊移転準備のため２/21(金)～28(金)は臨時休業させていただきます。
＊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。

