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足と靴のトータルチェック・再チェックは予約制です♪ 

プラウドは歩き始めて7月で10歳です。これからもあなたの元気を、足元からもっとも～っと応援していきます♪ 

カルシウムといえば？ 

 骨の健康 こころとカラダ♪ 
こんにちは！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。 

 季節の変わり目ですね。 

 

「あ“～どうも疲れが取れなぁ～い。」そんな時

あなたはどうしていますか？休日は、しっかり

休養って何もしないで寝て過ごします？それ

とも汗をかいて、体を動かしますか？ 

 「疲れ」には２種類あります。心の疲れと体の

疲れ。便利になり過ぎた現代は心の疲れが問

題です。時には気分転換に散歩に出たり体を

動かしましょう。 「心」を支配している脳を鍛

えるには「運動しかない！」ということです。

また、PCに長時間向かう仕事や肉体労働が続

くと体が固くなりますよね。そんな時にはスト

レッチと共にゆっくりジョギングなど体をほぐ

してあげてください。「あ～忙しい！」が口癖

の方は要注意ですよね。イライラする人はカル

シウムが不足しているかもよ(笑) 

 いきなり今から運動って言われても「運動

が好きな人」と「運動が苦手な人」がいます。    

江戸時代、庶民の生活は1万歩以上普通に歩い

てた。 って何かの本に書いてありました(笑) 

 幼稚園児がフルマラソンを完走してるのも

江戸時代なら、珍しいことではなかったかも。 

 

 小さな子どもも、高齢の方も「骨の丈夫」な

方とそうでない方がおられますね。  

 「骨」は衝撃を受けると深部で微細骨折が

起こり、そこにカルシウムが付着することで修

復され強化していきます。骨粗鬆症になる前に

毎日の食事と運動で骨を丈夫に保ちましょう。 

 

 体への適度な衝撃。日頃から体を動かすこ

とが苦手な方は、近所のお散歩でもＯＫ！出か

けてみると何か発見があるはずですよ。 

 待ちに待った春！新しいこと、やりたかった

事にチャレンジするのもいいですね♪ 

 靴紐をしっかり結んで、でかけましょう。中敷

の汚れや靴底が減り過ぎていたら、修理のサ

インです。早めに修理へ、お越しくださいね～。 

 1. 続けられるモチベーション！ 

 

 脳科学の研究が進んでいます。私たちの頭の「記憶」を

コントロールしているものは何でしょう？ 

楽しい時は、一瞬で時間が過ぎてしまいます。嫌なこと辛

い経験、忘れようと思っても忘れられないで記憶に残って

しまうこともありますよね。 普段運動してないのに痩せ

ろって言われて無理やり運動！過酷なダイエットは辛いだ

けで長続きしません。では、どうすればいいんでしょうね？ 

 

答えは簡単！ ①「興味のあること、好きなこと」 

 

       ②「実際にやっていて楽しいかどうか！」 

 

 ３日坊主でもいいんですよ♪特に何を

やっても長続きしない方は、見直してくださ

いね。「好きなこと」「実際やってみて楽しい

こと」をいっぱい見つけましょう！ 

 学生の頃は歴史や英語が嫌で仕方なかっ

たのに、今頃面白さがわかってきました(笑) 

 2.パンプスの試し履きフェア開催中! 
                           (～4/20まで） 

 

「パンプスは痛いモノ」と思っていませんか？ 

 冠婚葬祭用の1足も、たまに履くと痛くて履けない！  

 靴箱に2年以上履いていないパンプスがあるぅ～。とか 
 

 そんな方はぜひ、プラウドへお越しください。 

 あなたの今の足のサイズに適したパンプスをご提案 

 します! 

  

＊メーカーさんの協力により限定品パンプスが入荷！ 

今後継続の定番商品以外はサイズが合えば10％OFF！ 
             (21.5～25.5cm、D～3E、カード不可・現金のみ) 

限定色、限定品は無くなり次第終了いたします。お早めにお越しください。 

 

＊お持込のパンプスも調整します。(まず、お見積もり) 
 

お持ち込みのパンプスは修理や調整が可能なものだけ行います。ま

ず、お見積りを致します。足に合わない・足に良くないパンプスは修

理・調整をお勧めしません。ぜひ、あなたの足のチェックとパンプス

や靴選びの参考にしてくださいね。再チェックはぜひご予約を！ 
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３．さあ、春ですよ～ 
 夜が明けるのが早くなってきましたね。日差しもずいぶん暖かく感

じます。服装も軽快に、足元も軽快に、衣替えしませんか？ 

 春夏物の新商品、またカタログが少しずつ入荷しています。 

 新色についてはホームページを、またはご希望いただけましたら 

カタログなどお送りします。 

 お問い合わせ、カタログのご希望は プラウド TEL 078-811-2388 まで 

TH80104 オーク色  

サイズ→約22.5～24.5㎝ 

￥34650 

① 日常使いに 

    お勧めします! 
Think！（ｼﾝｸ：ｵｰｽﾄﾘｱ） 

 

ー 普通～ 

ややゆったり幅の方向きー 
  

 アンティークがかった

革の仕上がり、シンプルだけどちょっと

目を惹かれるデザインで毎シーズンたく

さんのご希望をいただくThink! 
 今シーズンのお勧めはこちらです。 

 永くお使いいただける定番の一足です。 

 脱ぎ履きはマジックベルトで簡単。 

 足底板（ｵｰﾀﾞｰ中敷）装着可。(要調整） 

 ３月末頃ローヒールの花柄サンダルも入

荷予定です。ご予約お待ちしております。 
 

＊Think！は元々入荷数が少ない（細やかな作りの 

 ためたくさん作れない)のですが、この時期なら 

  メーカーさんに在庫 

 があるかも？ 

 他のデザインや色など 

 ご希望がありましたら 

 ぜひお早めにお問い合 

 わせ下さいね！ 

② カジュアルパンプスならこちら！ 
    Pas a pas（パザパ：日本） 
 

ーやや細め～ややゆったり幅の方向き ー 
  

 こちらの靴の革は 

パンプスによく使われるパンッと張った

革ではなく少しソフトな足あたりです。

皮膚が敏感な方でも

心地よく、日常的に

気軽に履けるパンプ

スです。 

 写真の２足は同じ

木型ですが、 

 ①靴幅は、2種類(やや細めとややゆったり) 

 ②つま先の部分のデザインは２種類 

 ③靴底は３㎝ヒールとウェッジソール 

と２パターンでお作り可

能です。 

 

＊中敷が外れるので、お手持  

 ちの足底板装着可(要調整) 

 

＊履き口はﾏｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄな 

 ので着脱は楽チン♪ 

オーダー後、約２週間でお渡し可能です。 

色 → 黒とダークブラウンの２色 

サイズ展開 → 21.5～25.5㎝  ￥25200～26250 

 ③ ブロンズ色が美しい！パンチメッシュのウォーキングシューズ♪ 
         YONEX（ヨネックス：日本） 

   ーやや細め～ややゆったり幅の方向き ー 

 ﾌｧｽﾅｰ付きのｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞでプラウドでは定番のヨネックス。  

 人気のパンチメッシュLC47に新色：ブロンズ色が入荷予定で

す。光沢のある茶系・ブロンズは、春先から秋口あたりまで長い

期間使えるのでお勧めです。ぜひご予約をくださいね！ 

ご希望の方は↓ 

 TEL078-811-2388 

上 ３㎝高ヒールタイプ ↑ 

下 ３㎝高ウェッジソール 

LC47 ￥12600  22.0～25.0㎝ 

色→新色ブロンズ、ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ、ﾍﾞｰｼﾞｭ/ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ、ﾌﾟﾗﾁﾅ/ﾎﾜｲﾄ 
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 ４．防水性の高い、子ども靴ですよ～ 
           Salomon（サロモン：フランス） 
         ー 普通幅～ややゆったり幅のお子さん向き ー 

  
  サロモンは、元々マウンテンスポーツ商品の会社です。 

  昨今、山用品の製品開発や優れた品質は目を見張るものが  

 あり、それらの多くは日常使いにも大いに役立ちます。 

  今回ご紹介する子ども靴の甲部分の素材は、大人用の靴に  

 も使われているｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ(高防水)・高通気。 

  さらに靴底のクッションなども大人用と同じ素材です。 

  ワイヤー紐なので丈夫、クリップを動かして留める・緩め 

 るが簡単。蝶ちょ結びが要りません♪雨の日も、ぬかるんだ 

 運動場も元気一杯走り回ってくださいね(笑) 
 

5．子ども靴の定番にも 

        春夏カラー♪ 
Super fit（ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ：ｵｰｽﾄﾘｱ） 
ー 細幅～普通幅のお子さん向き ー 

 

 プラウド定番の子ども靴ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄに春夏カラーが入荷

してきました。 

 いつもどおり足を守るため靴底しっかり、かかと周り

もしっかり、マジックベルトは折り返しでしっかり、の

３拍子揃った安心の作り。 

 いずれもベースの色に差し色のラ

インが入っています。 

 春休みから新学期に向けて、ご希

望が多くなる子ども

靴。再チェックも兼

ねてぜひご試着にい

らして下さいね♪ 

ダークブルー、スカイブルー、イエロー、パープルの４色 

いずれも光沢のある発色です。￥7900 

サイズは18.5、19.0、20.0、21.0、22.0のみ(ハーフサイズなし) 

PT-1000SC ￥20475 

展開サイズ →22～28.0㎝くらいまで  

男性にもお勧めです。 

新色は７色。 各￥12390  ↑こちらはﾍﾞｰｼﾞｭにｵﾚﾝｼﾞﾗｲﾝ 

ピンク系、ライトピンク系、ベージュ系、パープル系、ライ

トパープル系、ブルー系、ブラック系、 

サイズ→ 約17.5～22.0㎝ 

6．ランもウォークも 

    おまかせの１足！ 
 UK GEAR（ﾕｰｹｰｷﾞｱ：ｲｷﾞﾘｽ） 
 ー普通幅～ 

 ややゆったり幅の方までー 
 

 以前にご紹

介し、大人気

のイギリス軍

使用のUK 

GEAR 

 この春夏の

新製品がでました。 

 黒のメッシュタイ

プに明るいピンクが

チラッと入ってます。 

 これからの季節、走る、歩く、ハ

イキングにとってもお勧めです♪ 

 

春にご希望が急増する『黒パンプス』、『白ひもスニーカー（中学生用）』、『子ども靴』 

ご希望ございましたらお早めにご連絡下さいね！ 
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 ７．営業時間変更のお知らせと 

  ３月～５月までのカレンダー 
 

  

 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  

 もございます。お問い合わせ下さい。 
 

＊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。 

2013年  ３月 

 月 火 水 木 金 土 

     １1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

31       

24 25 26 27 28 29 30 

衣替えの季節、玄関の靴箱の中も掃除＆空気の入れ替えをしてみましょう。２年以上履いていない靴！これ

から先もきっと履かないでしょ？(笑)仕分けをお願いします。お気に入りの靴は靴クリームでお手入れを♪ 

 ～ひとりごと～ 
 一気に暖かくなりましたね。 

 ちょっと体を動かしたくなってきたある日、ひょんなことから縄跳び

をすることになりました。 

 皆さん、最近、縄跳びをしたことありますか？ 

 子どもの頃、結構な所帯数が入る社宅団地に住んでいたのです

が、その中に公園がありました。 

 団地の子どもがうじゃうじゃ集まるその公園で、縄跳びが流行った

ことがあります。個人技を競い合ったり、縄跳びをつないで大縄跳び

をしたり。・・・とにかく毎日毎日跳んでいました。 

 で、先日。 

 何十年かぶりの縄跳びとはいえ遠い記憶から『簡単に跳べるわ』と

気軽に始めたんですが、普通の前跳びでなんと連続２０回跳ぶのが

やっと・・、ショック(＠_＠;)・・・。 

 それ以外の跳び方なんて出来る訳もなく、肉体の衰えに恐れおの

のくことになりました。 

 でもでも、この現実を直視して、これからも体を動かしてみ～ようっ

と。                                   （り） 

2013年 ５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  

2013年  ４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     

９．かかとのカサカサ一層しましょ♪ 
  

 かかとカサカサしていませんか？ 
 ウオノメ・タコ、爪の痛みはありませんか？ 

 快適に靴を履き歩くのに、足の皮膚や爪の健康

はとっても重要！ 

 いくらサイズや幅が合っていても、カカトがガサガサするほど

皮膚が引きつってては足指のグーパーもしにくいし、痛いモノ

(ウオノメ・タコ、爪トラブルなど）があれば歩き方までおかしくな

ります。ねっ、だったら今すぐケアしましょう♪ 

 角質ケア￥3150～、ウオノメ・タコ除去￥1575～、 

  巻き爪矯正1ヶ所￥4200～ 

 時間は3０分～(必要時間は状態によって異なります） 

あなたのご予約をお待ちしてます → TEL 078-811-2388 

８．春夏仕様の室内履きお持ちですか？ 
 Pas a pas（パザパ：日本） 

ー 細幅～ややゆったり幅の方まで ー 

 

 前号でもご紹介しましたこちらの室内 

履き、その心地よさにご希望が増えてい 

ます。ご注文を伺って発注から約２週間 

で完成。 

 足幅は細め・普通・ゆったりの３種類から

選んでお作りできるのでフィット感最高！ 

甲部分は撥水素材、つま先ｵｰﾌﾟﾝで通気性も

バッチリです♪ 修理、調整も可能。お勧めの１足です♪  

PZ-7092  ￥8400 ﾋｰﾙ高1.2㎝ 

ピンク、レッド、ｻｰﾓﾝﾋﾟﾝｸ、ｲｴﾛｰ、ｸﾞﾘｰﾝの５色。 

サイズ約22.0～25.0㎝ 

パ
ン
プ
ス
の
試
し
履
き
フ
ェ
ア
開
催
中
！
（
〜
４
月
２
０
日
ま
で) 


