2時間のランニング練習会(LSD)を開催します！9/23(日),10/21(日)朝9：00お店に集合。参加費無料、初心者歓迎♪
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〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
営業時間10時〜18時（祝日は1７時まで）
078-811-2388
定休日 日曜・月曜 （ご予約いただければ対応可)
E-mail info@proud-s.com
足と靴のトータルチェック・再チェックは予約制です♪
http://www.proud-s.com

ランニングブーム到来！
目

次

カラダを動かすには良い季
節ですね。お元気ですか？い
ランニングブーム到来！
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
１.裸足感覚と･・・
す。
２.お修理
都市の真ん中を走り抜ける大阪/神戸マラ
３.秋冬商品
ソン等の開催でマラソンを始めた方が増えま
４.UK GEAR
したね〜♪
普段見慣れた街並みも大勢で走ると全く
５.カレンダー
違った景色に見えます。ランナーズハイを経
６.取り扱い終了商品
験した方ならご存知と思いますが、目に映る
７.お手入れを
景色や音、匂い・・・何もかもが快感になるんで
ひとりごと
す。だから止められないんですよねぇ〜♪

超健康的なドラッグ
「ランナーズハイ」は
ここで買えますか？(笑)

フルでなくても10キロやハーフに参加すれ
ば充分楽しめると思いますが、あなたはこん
なこと、思い当たりませんか？！
＊靴底の減りが左右で違う方
＊よく靴擦れする、靴がすぐ傷む方
＊足首を捻挫しやすい方
＊長時間走ると足が痛む方
＊爪が黒くなったり内出血する方

原因がわからないまま、無理して練習をし
ても楽しくないですし長続きしませんよね。
足の偏平足や外反母趾をそのままにしておく
のは、パンクした自転車で走るようなもの。
必ず故障します。記録も大事ですが元気にこ
れからも続けて走りたいですよね♪
気になる方は是非！ご相談ください。

再チェック、再調整は無料です！
オーダーでお作りいただいた足底板の履き
心地も、足が慣れてくると最初の頃と違って
きますね。また、走る距離が長くなると劣化も
進みます。
レース用の靴は軽さだけで選んでいません
か？自分の脚力に見合う靴を選ばないと故
障の原因になりますよ。
記録の向上やランニングフォームの改善な
ど、あなたをもっとレベルアップしてくれるト
レーニングのヒントはあなたの足が教えてく
れます。 ぜひ再チェックにお越し下さい♪

などなど

1.裸足感覚と裸足のトレーニング

2.ランニングシューズも修理できます！
★ランニングでは汗をよくかきますから普段のお手入れも大切です。

野生のカンを取り戻そう！ 裸足が身体に良い！？だからと
いって、急にターザンのような格好でアスファルトを走り回る人はいませんよね(笑) 僕は
滋賀の田舎で生まれ育ちましたが、靴や靴下は履いていましたよ(笑) 私たちの生活は子
どもの頃から既に、足を過保護にしているんです。しかしガラスを踏んだり怪我して歩けなく
なっては大変ですからやっぱり「足を保護する靴」は必要です。その上で・・・
アスファルトやトレッドミルばかりのトレーニングでは地面の凹凸や地形の起伏に鈍感に
なってしまいます。最近は山の中を走り回るトレイルランが人気ですね！スリルを求める方、
愛好者が増えるのも頷けます♪走力だけでなく動体視力や危険回避するテクニック、慣れ
や経験などが必要。一般道路を走るマラソンとはまた、違いますね。
あなたの目標は？

長くご愛用いただけるようアドバイスさせていただきます。ご相談くださいね♪

腰裏(カカト内側）の革当て
\1，050～4，200アッパーの補修、ミシン
\525～4，200

〜足を鍛え、ケガを予防し、記録を伸ばすエクササイズです〜
(朝の散歩、休憩時、風呂上がりなど毎日出来る範囲でやってみましょう♪)

①足指のグーパー(ゴルフボール、タオルつかみなど）
②足首の曲げ伸ばし(オフィス、自宅で、歯磨きしながら・・・)
③裸足で歩く(土、芝、砂、水、木、カーペット

・・・足裏を刺激しましょ)

④片脚立ち(安全な場所で目を閉じ３０秒！バランス、バランス♪)
⑤足裏のマッサージ(リラックスと足裏のセンサーを鍛えます)
⑥心拍数を管理(エアロビックベースを作る)

などなど、やってみると気持ちいいねっ♪

つま先、前足部(靴底)の修理
\525～4，200-

カカト(靴底)の
修理

その他、様々な加工や修理ができます。修理前には必
ずお見積もりいたします。ご要望をお聞かせください。
使用する素材や厚みなどご提案します。
１

３．秋冬商品が徐々に入荷中！
秋冬商品は、９月末までにご予約をください！
朝晩幾分過ごしやすくなりましたが、日中、暑いのは暑い・・・。
こんな時期に「秋冬商品の話なんて」とお思いでしょうが、当店も、またメーカーさんも秋
冬商品が豊富なのは９月末くらいまでなんです。寒くなる前がチャンス！
秋冬商品の入荷は９月中旬から順次になりますが、「くるぶし丈のブーツある？」とか「秋
冬用の厚手の五本指靴下が欲しい」などご希望のある方はぜひお早めに！
ご提案できるものが入荷している場合は具体的にご紹介いたしますし、これから入荷予定の
物はまずカタログなどお送りしてご予約を賜ります。
この秋冬に何が必要か、さあ、ご自身の下駄箱を確認の上、ご連絡くださいませ！！
プラウド

TEL

０７８−８１１−２３８８

① ハイカットシューズなら、これ！

② ロングブーツなら、これ！

ヨネックスから今年もハイ

この秋冬のロングブーツは、

カット(くるぶし丈）のタウン
履きシューズが出ました。
靴底にはいつものようにパ
ワークッションとが使われ衝
撃吸収がバッチリ。
寒くなってくると足首まで包まれているとと
ても暖かい。
毎年多数ご希望をいただくのですが、こちら
は元々たくさん作ってい
ないので、ご希望の方は
お早めに。

色

←LC51 ￥16800
普通〜ゆったり幅
ﾊﾟｰﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、
ブロックの３色展開
22.0〜25.0㎝
ﾌｧｽﾅｰ付き

drea（ﾄﾞｩﾚｱ：ｵﾗﾝﾀﾞ）の商品を
お勧めします。
ロングブーツは足幅に加え、
ふくらはぎ周りのサイズも重要
です。
dreaがいいのは、同じデザイ
ンで細身のSと普通幅のMの２つ
の展開があること。
よりご自身の足に近
いフィット感が探せま ↑9410-782 or 9410-785
￥45150
す。
ﾌﾞﾗｯｸ、ｺﾆｬｯｸの2色展開
お問い合わせの際
は、ご自身のふくらは 約22.5〜25.0㎝
ぎの一番太いところの ヒール高 約３㎝
全体にシワ加工あり
採寸値をお知らせくだ
内側ﾌｧｽﾅｰあり
さいね。
＊ロングブーツは、お取り寄せ対応のみです。

③ こちらもハイカットシューズ
ここのところ確実にファンを増やしている
Think!（ｼﾝｸ：ｵｰｽﾄﾘｱ）。
独特の革合わせ、色使いがその人気の理由かな
と思います。
今回ご紹介するこのハイカットの色は ↑THL89038
￥39900
ダークブラウンですが、ベタっと一色に
普通〜ゆったり幅
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
染めたのではなく、アン
約22.5〜25.0㎝
ティーク風に全体に濃淡が
外サイドにゴム部分
あり、また１足ずつ表情が
内側ﾌｧｽﾅｰあり
違います。
こういう細かいところがシンクの良さですね。
２

④

運動会には、これ！

運動会の季節ですね。
子ども靴のｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄは秋冬商
品はあと少しで入荷予定。
ｽｳｨｯｼｰｽﾞはつい先日入荷！
お子さんの靴のサイズを今一度
ご確認いただき、適切なお靴で運
動会へ参加させてあげて下さい
→ｽｳｨｯｼｰｽﾞ ￥5880
甲部分はメッシュ
約17.0〜22.5㎝

４．イギリス軍公式トレーニングシューズ
ＵＫ GEAR（ﾕｰｹｰｷﾞｱ）
試し履き受注会をします！
マニアックな靴をご紹介する準備ができました。
イギリス陸海軍、さらにアメリカの陸海軍でもトレーニングシューズとし
て公式採用されているのが今回ご紹介するUK GEAR(ユーケーギア）で
す。
一言で言うなら『堅牢』。
兵士の過酷な環境での足元を支えるために、
・カカトのカウンターが締まっていてとても強くて支えられているけれ
ど、つま先はゆったり。
・靴底、つま先、中敷など場所によって最適な素材を使い分けてる。
ので、ちょっとやそっとでは壊れません。
とにかくものすごくしっかりした作りです。
この靴、プラウドのお客様にはまずはウォーキングに使っていただきたい 女性）約22.5㎝〜25.5
です。（足腰が「堅牢」な方には軽いジョギングやトレッキングにもお勧め 男性）約24.5㎝〜28.5
￥16590〜
です）
普通幅くらい
日本で展開し始めてまだ日が浅いので日本でご存
知の方はまだまだ少数 。
いい靴なのでもっとたくさんの方に知っていただきたくて、メーカーさん
から商品をお借りし展示、受注会をさせていただきます。
まずはどうぞご試着ください。

受注品展示期間

９月２２日（土）まで

１６日（日）、１７日（月・祝）はご予約いただけましたら対応可

＊期間中は通常営業（再チェックやフットケアなどのご予約は承ります）をしており
ますが、店内の一部を使って商品を展示しておりますのでいつでもご覧いただ
けます。
＊商品についてご説明・フィッティングのお手伝いをご希望の方はご予約をお願
いします。（ご予約いただけますとお待たせいたしません）

秋冬商

今一度
運

プラウド通信でご紹介している全商品の中で
気になる物がございましたら、

「みんなで一緒に走りましょう！」

まずはプラウドへ
在庫確認して下さいね♪
TEL 078-811-2388

ゆっくり長く走ることで持久力(エアロビックベー
ス）を鍛えることができます。ストレッチや簡単な
筋トレなど、みんなでワイワイおしゃべりしながら、
トレーニングしましょう！

タッチの差で売り切れという場合もあるので。
パンフレットのご請求もお待ちしています。
掲載品の色は、ホームページでもご覧いただけ
ます。
http://www.proud-s.com

開催日 9/23(日）AM9:00〜11：30
10/21(日）AM9:00〜11：30
両日ともお店の前に集合。参加費無料です。
初心者も大歓迎です♪
＊参加希望の方は事前にお知らせくださいね。
3

衣替えの季節、靴箱に眠ったままの靴はありませんか？革伸ばしや少し加工すれば快適に履けるかも♪
配送での修理・加工等も随時受付ております(納期:約１週間〜10日) 持ち込みOK!お気軽にご相談を！

５．営業時間変更のお知らせと
9月〜11月までの予定表
定休日は、毎週日曜と月曜です。
営業時間は、平日 10：00〜18：00
祝日 10:00〜17：00
＊定休日・営業時間外でも対応可能な日
がございます。お問い合わせを下さい。
＊急遽、休業や営業時間短縮をする場合
があります。ご確認願います。
＊専用駐車場はございません。
近隣のコインパーキングについては、当
店へお問い合わせいただくかホーム
ページでご確認下さいませ。
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アシックスのスポーツシューズは、22.5㎝以上の方
(特にお子さん）を中心にご紹介してきましたが、諸般
の都合により本年の１２月末をもちまして当店で取り
扱いが終了します。
来年１月からアシックスに代わってご紹
介できる商品をご用意いたします。
どうぞお楽しみに！

７．春夏の靴を片付ける前には
お手入れを！

走ろう会

暑さもきっとあと少し。
皆さん、お互いよく耐え忍びましたね。
そんな過酷な暑さの中、足元を守ってくれたサンダルやメッ
シュシューズ、片付ける前に全体をよく見てください。
片付ける前にお手入れを！
これが、長持ちの秘訣です。
前号で秋冬商品を片付ける前にお手入れをと書きましたとこ
ろたくさんの方がお持ち込みくださいました。
それらの靴はこれからまた大活躍のはず。
春夏の商品もぜひお手入れにお持ちください。
汗をたくさん含んだ中敷の張替え、靴底の修理、全体のクリー
ニングなどなど。どうぞお待ちしております。
クリーニング ￥1575〜、 かかと部分の修理 ￥3150
その他の修理等もご相談くださいね。

プラウド

TEL 078-811-2388
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６．アシックスのお取り扱い終了について
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〜ひとりごと〜
この夏、楽しかったことは何ですか？
いろいろありましたが、８月のロンドンオリンピックが最高でした
私はスポーツ観戦が大好きなので、４年に一度のオリンピックは
いつも必死で観ています。
特に団体競技、団体戦が好き。
本当は女子ソフトボールが観たかったのですが、競技種目から
削除されてしまったのでとても残念です。
今回は、女子サッカーや卓球団体、バドミントン団体など絶対観
たい競技はオンタイムで観戦したいので早寝して夜中に起床、テ
レビの前に座って選手のご親族並みの気持ちで応援しました。
我が家にはクーラーがありません。扇風機のみ。
女子サッカーの観戦中、応援に熱くなりすぎて扇風機では暑さ
をしのげず、前半終了とともにシャワーを浴び、後半に臨むという
状況が毎回続きました（笑）。
一つの目標に向かって複数で努力する姿に、スポーツであれ芸
術であれいつも感動します。
秋、またいろんなスポーツや芸術に触れ、一緒に喜んだり泣いた
りしたいです。
（り）

