５本指ソックスデビューしたお子様が続々増えています♪この心地よさ！いっぺん履いたらやめられないね～
２０１3．6

プラウド通信
〒658-0053

神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ

ＴＥＬ＆ＦＡＸ
078078-811811-2388

営業時間10時～18時（祝日は1７時まで）
定休日
E-mail

日曜・月曜

（ご予約いただければ対応可)

info@proud-s.com

http://www.proud-s.com
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ひとりごと

カラダ曲がってない？

足と靴のトータルチェック・再チェックは予約制です♪

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。
先日、摩耶山に上ってきました。
上から見下ろすと住吉も高いビルやマンション
がずいぶん増えましたねぇ。地震や揺れに強
い構造になっているようですが。
建物や植物は移動しませんから大地にしっかり
と根をおろしていれば安心。そういえば・ ・ ・
私たち人間の体にも揺れや地面の起伏に対応
する免震、耐震構造が備わっていますね。
それが足のアーチ(板バネ)です。これは血液
を戻すポンプの役目も担っています。
夏は素足になる機会が増えますが、足が衝
撃吸収とポンプの2つの役目をきちんと出来
ないと下半身のむくみは増えるばかり。
立ち仕事の僕にとっては夏でも足底板とコ
ンプレッションソックスが欠かせません。
あとは歩く量が増えればいいんですけど(笑）
免震・耐震構造

1. 膝が笑う （＾◇＾）

Vol.32

ハイキングや軽登山に出かけられる方も多いと思いま
す。初心者や運動不足の方は長～い下りや帰りの途中で
膝がガクガクして力が入らなくなり、まさに「膝が笑う」と
いう経験。あなたはありませんか？僕はありますけど(笑)
筋肉の収縮の仕方には3種類あります。ざっくりいうと
①階段を
階段を上る時のように縮む収縮
②腕相撲の
腕相撲の拮抗状態のように長さが変わらない収縮
③階段を
階段を下る時のように伸び～る収縮
【問題】 ３つの中で最も筋肉に負担がかかるのは？
答えは③です
帰りや下山する時は、最も筋肉に負担のかかる運動の繰
り返しになるわけです。途中で適度に休憩したり、ストレッチ
やマッサージ、水分や栄養補給もお忘れなく♪

足首が不安定な

方は、まさに土台がグ
ラグラの積み木状態。
平らな地面ならまだしも、でこぼこ道を歩い
たり走ったりすれば足首の上の関節、膝や股関
節にはかなりの負担がかかります。
第２成長が終わる24歳くらいまでにしっかり
とした基礎工事、カラダの面震システムを作り
ましょう。つまり子どもの靴が重要なんです！
ハイアーチの足は衝撃吸収が出来ませんので
膝や腰、全身に自然と負担がかかります。
偏平足もまた耐震構造が
出来ていませんから全身に
かかる衝撃は適度なアー
チに比べ大きな負担になり
ます。足の甲の骨の隙間、
細かい関節にガタがある、もしくは硬くて遊び
がないと2階部分(膝)はかなり揺れます。あな
たの骨格や足に合わせた中敷と靴で、身体に
負担をかけない歩き方を覚えましょう！

2.夏こそ足の『むくみ予防』を！

足の疲れやだるさが気になるけど、
裸足でサンダルも履きたいし・ ・ ・
という方にこんなソックスはいかが？
ランニングやトレラン、各種スポーツで既に
ハイソックス(弾性着圧ソックス)が主流です
が、特に仕事で立ちっぱなしやデスクワーク
の方にお勧めです！！ 足首タイプ(膝下～
足首)を使用すれば ５本指ソックスも履けま
すし、右写真のように上からレギンスを履けば
裸足でサンダルも履けますよね。⇒ ⇒ ⇒
あなたのセンスでオシャレに＆
快適に♪カラフルな色展開、
履き口ゆったり。100％ドイツ
製。汗にも快適な肌触り。ぜひ
店頭でこの心地良さを確かめ
CEPカーフスリーブ(SS～LL)￥3,675- てください。
CEP 膝下ランソックス
￥5,250-
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３．普段にも使えるレインブーツ！
梅雨に入りましたね。
とはいえ、なかなか降りませんが、足元の準備が万全ならお出かけも楽しくなります♪
雨の時にも、普段にも使える靴をご紹介します。
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

ゴム製ではない、レインシューズ♪
アサヒ（日本） ー 普通～ややゆったり幅の方向きー
足を包みこむ甲部分の素材はゴムではなく、『トップドライ』と
いう雨をはじくメーカーさん独自開発品。
ゴム製だとどうしてもレインシューズのみの使用になりますが、
このトップドライなら雨降りでなくても普段靴、特に寒い季節は、
防寒仕様としてもOKです。
靴の内側にはGORA TEX(ゴアテックス)を使っているので高
↑脱ぎ履きの時はこんな感じ
通気。丈は、くるぶしが隠れるくらいの長さです。
マジックベルトが１本付いていて、脱ぎ履きは簡単♪
梅雨時期は、一番ご希望が高くなる商品なので在庫状況が
すぐに変わってしまいます。お問い合わせ等はお早めに！！
TEL 078078-811811-2388

アサヒ TDY39-01
サイズ→22.0～26.0㎝ ￥14700 色展開→ブロンズ、ブラック
４．お洒落サンダル、快適サンダル♪
ヒールありサンダルなら、
meisi （マイジー：ドイツ）
ー 普通～ややゆったり幅 ー
快適に履けるけれどおし
ゃれも忘れないマイジーか
ら今年はこのサンダルをご紹介します。黒エナ
メルと黒革のコンビなので、ちょっとしたお出
かけにも重宝の１足。
指の付け根部分、足首周りの２か所とも調整
が出来るのがとても良い♪

ﾏｲｼﾞｰ 15074 ￥27300
ブラック/ブラックエナメルコンビ
ヒール高 約４㎝
約22.0～24.0㎝
２

お子さんには、
BIRKENSTOCK （ﾋﾞﾙｹﾝｼｭﾄｯｸ：ドイツ）
ー やや細幅～ややゆったり幅まで ー
お子さんのサンダルは、こ
こ数年、ビルケンをお勧め
しています。
足の裏にあたる部分に足の
骨格を支える凹凸が付いて
いて成長期にはお勧め。 プラウドでは、日本
未展開品で特別に取り寄せしました。ただ、こ
のデザイン、脱ぎ履きのたびにベルトを外すタ
イプ。ですので、脱ぎ履きに便利なように、足
首に近いベル
トはマジック
ベルト面を取
り付けをして
います。

ﾋﾞﾙｹﾝｼｭﾄｯｸ BALI ￥7455
(ﾏｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄ面取り付け加工代含む)
白ベースにオレンジや赤の花柄
約16.0～22.0㎝まで各１足のみ！

５．疲れやすい方、体の硬い方にお勧めです♪
JOYA（
JOYA（ジョーヤ：
ジョーヤ：スイス）
スイス）
ー 普通幅～
普通幅～ややゆったり幅
ややゆったり幅 ー
JOYAから、全体にメッシュで通気性の高いスポーツシューズ
タイプが入荷しました。
JOYAは、靴底が特別な作りで、『柔らかい地面』を再現しています。
なぜ『柔らかい地面』が必要なのか。
地面が柔らかいと体重によって地面が沈んでくれるので足への負担が少なく、ト
ラブルがでにくくなります。
ですが、今、地面は硬いところがほとんど。足にかかる衝撃は相当です。
地面を柔らかくするのは不可能なので、靴底で柔らかい地面の感覚ができるのは
貴重です。適度に鍛えつつ、足への負担も少ないとは、貴重な靴です。
ウォーキングにお勧めです♪ 心地よさに慣れてきたら歩く量も増えますよ。

色：ブラック ￥29400
Malmo(ﾚﾃﾞｨｰｽ)：約23.0～26.5㎝、Zero(ﾒﾝｽﾞ)：約25.5～28.0㎝
６．花柄にポニーの毛
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
個性的なデザインや柄
で、毎シーズン楽しい
Think！から、今回はこ
ちらのサンダルをご紹介
します。
写真でうまく伝えられ
ないのが残念なのですが
全体にはまず花柄です。
ですが、ところどころ
にポニー(馬)の毛が、サ
ワ～っと付いています。
さすが、Think！
ヒールのないサンダル
は、カジュアル一辺倒に
なりがちですが、靴底がﾗ
ｲﾄﾊﾟｰﾌﾟﾙ、少しシェイプ
されてるので、オシャレ
履きにもなりますよ♪

THL80385 ￥25200 花柄
サイズ：約22.5～24.5㎝ 各サイズ１点のみ

(ﾋﾟﾝｸやﾊﾟｰﾌﾟﾙなど明るい色の花柄)

７．かかとを包みます！
Gute wahl（グーテヴァール：日本）
ー 普通～ややゆったり幅の方向き ー
暑いからサンダル
がほしいけど、バッ
クベルトタイプだと
ちょっと不安・・
と、おっしゃる方に
お勧めのサンダルで
す。
甲部分はサンダル
ですが、カカト部分
は靴のように覆われ
ています。
靴底はJOYAほどではありませんが、踏み込ん
だ時は適度に柔らか
く、１歩１歩が自然に
運べるような設計に
なっています。

ROSEMARY ￥26250
色：ブラック、ブロンズ、ｶﾞｰﾈｯﾄ、アクアの４色
サイズ：22.0～25.5㎝
3

玄関の靴箱の中を整理して下さいね。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。お持込の修理や調整も大歓迎♪お気に入りの靴はクリームで月に一度はお手入れを♪
７．営業時間変更のお知らせと
６月～８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
＊7月19日(金)は17時閉店です。
＊８月16日(金)～19日(月)まで夏休み
をいただきます。
＊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
専用駐車場はございません。
はございません。
近隣のコインパーキングについては
近隣のコインパーキングについては、
のコインパーキングについては、当
店へお問
へお問い合わせいただくか、
わせいただくか、ホーム
ページでご確認下
ページでご確認下さいませ
確認下さいませ。
さいませ。
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８．ちょっとだけですけど・・
当店がお取り扱いしておりますパンプスメーカーの商品
で、新デザインとの入れ替えなどで残念ながら継続生産され
なくなった品を少しお安くご提供します。現品限りなのでサ
イズにバラツキあり。商品としては全く問題ありません。足
に適したパンプスをとお考えの方、ぜひお試し下さい。

← ① ３E幅 ヒール高 2.5㎝
クロ 22.5㎝
ｺｰﾋｰ/ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 22.5、23.5㎝
ﾏｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄでしっかり甲を捉えます
￥33600↓
￥28560

← ② D幅 ヒール高 約5.5㎝
クロ 23.0㎝
エタン 23.0、23.5㎝
ﾏｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄでしっかり甲を捉えます
￥34650↓
￥29450
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← ③ ２E幅 ヒール高 4.5㎝
クロ 23.0、24.0、24.5、25.5㎝
ｺｰﾋｰ 22.5、23.0㎝
編み上げﾀｲﾌﾟ エレガントです
￥32550↓
￥27660

← ④ D幅 ヒール高 1.0㎝
ブロンズ 22.0㎝
ﾍﾞｰｼﾞｭ/ｲｴﾛｰｺﾝﾋﾞ 22.0㎝
１ランク上のｳｫｰｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ
￥29400↓
￥24990
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～ひとりごと～
来月７月１日で、プラウドは１０周年を迎えます。
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これからも、足元からみなさまの元気をサポートできれば幸いです。
まずは次の１０年後に向けて元気に一歩一歩、ご一緒できればと思い
ます♪追伸 ： 感謝の意を込めて、心ばかりの品をご用意しました。ご
来店の際にお渡ししております。どうぞお立ち寄りくださいませ。 （り）

