片足立ちで目を閉じてあなたは何分立っていられますか?えっ５秒！?両方の足でそれぞれ試してみましょう♪

２０１４．６

プラウド通信

Vol.36

〒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）
078078-811811-2388
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

裸足が良いとは限らない！
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２.快適サンダルﾞ
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ウン。下を向き、腰の位置が落ちる。その

ありがとうございます。

時、意識して姿勢を起し目線を上げる
意識して姿勢を起し目線を上げると楽
意識して姿勢を起し目線を上げる

３.ﾊﾞｯｸﾍﾞﾙﾄがいい
４.ハイキング
５.雨具にもなるよ

「裸足は足に良いのですか？」よく聞かれ

に走れる!! 今頃やっと気付きました(笑)

６.再チェックへ

る質問です。野生の動物は裸足で生涯過ご

ゴール後、足を見ると左爪の2ヶ所の内出血

７.営業時間・カレンダー

します。私たちは歩き出す前から靴と靴下

くらいで足裏も足底板で快適でした。

８.おしゃべり倶楽部

を履かされます。犬も時々履いてます(笑)

ひとりごと

先月、僕は100㎞マラソンに初挑戦しまし

い骨格とフォーム」をどれだけ維持できる

た。昔はフル(42.2㎞)でもフラフラ、最後は

か。できる人なら裸足も良いでしょう！で

完歩でした。自分の体がどれだけ走り続け

きなければ「立つ、歩くこと」が鍛える
「立つ、歩くこと」が鍛えるで
「立つ、歩くこと」が鍛える

られるか試してみたかったんです。結果は

はなく自ら体を壊してるわけです。
自ら体を壊してるわけです。既に足
自ら体を壊してるわけです。

11:03 歩くこと無く集中して完走。練習は

にトラブルのある方は靴や部屋履きで時間

約300㎞/月。練習不足でしたがペース(心拍

をかけて骨格・姿勢を正しましょう。

数)を守り、補給もばっちりでした。走行中
正しい姿勢は美しい！

長時間の立ち仕事や歩行・走行時「正し

は順位よりも他の選手の足音、姿勢や↗

1. 梅雨の季節になると・・・

体幹を鍛えるトレーニングも土台になる
足の骨格が理想的な方が効果的ですよね♪

足を洗って清潔に保ちましょう！

この季節、特に活動量
活動量の少ない方は急に体調を崩し
活動量
かかとのカサカサ、ひび割れ、足裏・指の間のジクジ
やすくなるそうです。原因のひとつに、自律神経の不 ク、痒みは水虫(白癬)＝カビ菌が原因かも。今すぐ、
調があります。室内で過ごす・動く機会が少ないと全 皮膚科へ行きましょう!皮膚科で貰ったお薬はよく効き
身の筋力が低下。特に下半身・足の筋力が弱くなる

ますが、自己判断は危険。皮膚科の先生の指示に従

と、自律神経の調節機能が低くなるといわれていま

い、皮膚表面が改善してからも完治するまで根気よく

す。今の時期は湿度の急激な上昇、気圧の低下が重な 続けましょう!

また、タコ・魚の目と思っていたら

ります。湿度・気圧の変動は自律神経の不調を招きや イボ(ウィルス性)だったなんてことも多々あります。
すく、敏感な体は熱を出したり、内臓の動きも衰えま
す。過度な加湿・除湿は体に負担がかかりますよ。
[湿度40％以下] 交感神経優位、頭痛・肩こり・
イライラ・風邪をひきやすい
[湿度70％以上] 副交感神経優位、食欲不振・

月に一度はフットケア(
月に一度はフットケア(セルフケア含む)
セルフケア含む)で、
カビの季節にも強い皮膚を作りましょう！
①濡れた靴は中敷を抜いて新聞紙を詰め、陰干し
②中敷の臭い・汚れが目立つ時はトップカバー張替￥2,160-/1足
③靴は数足をローテーション(毎日同じ靴を履かない)

無気力・アレルギー・カビが繁殖しやすい ④靴クリームや防水スプレーで靴のお手入れを♪
１

2．夏のサンダルこそ「足の骨格」をしっかり
支え、快適な履き心地を選びましょう！
暑い季節がすぐそこまで来ています。
ゾッとする暑さを少しでも涼しくするのに、サンダルはいかがでしょう♪
サンダルは、足を包む部分が少ないため足の骨格を支える機能が靴より低く
若干不安定になりますが、今回ご紹介する品は、ご心配無用！
既成のまま履いてもOKですが、ご本人に適した足底板・補正加工がお勧め♪
各品、在庫に限りがあります。他にもご希望ございましたら早めにお電話を！！
お問い合わせは → TEL 078-811-2388まで

中敷は柔らかな足あたり

かかとシッカリ、足首シックリ

LEGERO（ﾚｼﾞｪﾛ：ｵｰｽﾄﾘｱ）

gute wahl（ｸﾞｰﾃｳﾞｧｰﾙ：日本）

－普通～ゆったり幅－

－普通～ゆったり幅－

マジックベルトは、合計４本。
指の付け根、甲、足首、そしてかかと側と足
を包む１周グルッと調節することが可能です。
革の部分と中敷は柔らかなので、足馴染みも
早いと思います。
中敷を足の骨格に適
した補正をしていただ
くと適度な硬さやコシ
が出てよりしっかり地
面を踏みしめる感じが
高まりますよ。
LEGERO 727
￥21000+消費税
色：グレー、レッドの２色
ｻｲｽﾞ：約23.0～24.5㎝まで

今年も人気、出番が多くなりそうです。
特徴は靴のようにかかとが包まれたデザイン
で、足首が不安定な方には特にお勧めです。
かかとが包まれていても、つま先がオープン
になっているので涼しくお履きいただけます。
マジックベルト等で
調整カンタン♪

Gute wahl ROSEMARY
￥25000+消費税
色：黒(写真左)、ガーネット(写真右)、アクア、
ブロンズの４色
ｻｲｽﾞ：22.0～25.5㎝まで

子どもサンダルはやっぱりビルケンやね！

BIRKENSTOCK（ﾋﾞﾙｹﾝｼｭﾄｯｸ：ドイツ）

－普通～ややゆったり幅－

お子さんのサンダルとしては、ここ数年、ビルケンしかご提案していません(笑)
だって、これ以上の品が見つからないのです。
靴のようなかかとの包み込みはありませんが、中敷に付いている凹凸が
足裏をしっかりサポートしてくれます。指の付け根と足首周りはマジック
ベルトでお子様ご本人でも簡単に調整できます。(脱ぎ履きの練習も大事ですね)
今年のサンダルも半年前の展示会で特別に発注して取り寄せた日本では
展開していない素材（ヌバック）の品です。
すでに在庫切れしてしまった
BIRKENSTOCK BALI
￥7500+消費税
サイズもあります。ごめんなさい 色：ネイビーヌバック、モカヌバック
お問い合わせは今すぐに！ ｻｲｽﾞ→約16.0～21.0㎝
２

3．つま先は包み込みつつ、
バックベルトで軽快に♪

4．軽いハイキングには
4．軽いハイキングには
こちらをどうぞ～

durea（ﾄﾞｩﾚｱ：ｵﾗﾝﾀﾞ）

TrekSta（ﾄﾚｸｽﾀ：韓国）

－普通～ややゆったり幅－

－普通～ややゆったり幅－

スカートに合う１足です
ね。色は４色。
つま先は包み込まれ、か
かと部分はベルトのみ。
このデザインだと、１年
のうち長い期間使えます。
脱ぎ履きは、足首のマ
ジックベルトで簡単。
お持ちの足底板が使えま
す。靴底も修理できますの
でローテーションしなが永
く履いていただきたい１足
です。
Durea 5912-644G-5739 ￥34000+消費税
ｻｲｽﾞ→約22.7～24.0㎝
色→ﾌﾞﾙｰ、ﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ、ｷｬﾒﾙ(写真)、ﾚｯﾄﾞの4色

以前より軽登山やトレッキ
ングにお勧めしてきましたト
レクスタから新商品が登場し
ました。
軽いハイキングや日常の
ウォーキングにお使いいただ
けるタイプ。路面の凸凹に対
応したしっかりした靴底です
が、登山靴のように硬すぎま
せん。
素材はこれまでと同様、ゴアテックス仕様のた
め通気性と防水性も優れていて文句なし！ゲイ
ターと合わせればさらに快適ですよ。
TrekSta EBK534 ￥17000+消費税
ブラック（写真上） 25.0～28.0㎝
ｸﾞﾚｰ/ﾊﾟｰﾌﾟﾙ(写真下） 22.5～25.0㎝

5．防水加工で雨靴としても活躍します。
Blundstone（ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｽﾄｰﾝ：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）
－普通～ややゆったり幅－
雨降りは、荷物が増えたり予定外の動きが必要になったりと不
便なこともありますが、雨は大事♪できれば楽しみたいですね。
このくるぶし上丈のブーツは秋冬はむろん大活躍ですが、この
Blundstone
時期、防水加工(￥1500＋税)をすると雨靴としても大活躍！
昨年ご紹介した時は、ほとんどの方が防水加工をされました。 BS 552 オリーブｽｳｪｰﾄﾞ(写真左）
￥19800+消費税
もともと、オーストラリア軍仕様のワークブーツなので堅牢さ
サイズ：約23.4～27.0㎝
も申し分なしです。
BS 510 ブラック（写真右）
メーカーさんより９月以降は値段が上がりますよとのお知らせ
￥18800＋消費税
もありましたので、ご希望の方は今すぐに確保してくださいね。
サイズ：約22.7～27.0㎝まで

6．再チェックでお越しくださいませ～
当店の『足と靴のトータルチェック』を受けてくださった方で、しばらく再チェックにお越しでない
方、いらっしゃいませんか？ 足底板は快適に使えていますか?ヘタリや汚れは修理できますよ♪
再チェックは、お一人おひとり、こちらで時期(2～6ヶ月後)を見計らってお葉書やメールでお知らせ
していますが、再チェックへお越しになった日を基点に次の再チェックの時期を決めているので、それ
が一度途切れるとご案内が続きません。
再チェックをお誘いしている理由は、お作りいただいた足底板
お作りいただいた足底板(
お作りいただいた足底板(ｵｰﾀﾞｰ中敷)
ｵｰﾀﾞｰ中敷)や補正加工は足の変化に合
わせて調整が必要だから。再チェックは無料・30分程度(要予約)。足底板等の再調整も無料ですよ♪
わせて調整が必要
いますぐお電話で♪再チェックのご予約、お待ちしております。TEL

078078-811811-2388まで
2388まで
3

上りのエスカレーター、電車で向い合せた時･･あなたの足元見られてますよ！靴底減っていませんか？踵やつ
ま先が傷だらけ…なんてことありませんか？足の爪はきれい？フットケアや靴の修理お持ちくださいね♪

７． 営業時間変更のお知らせと
６～８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

８．プラウドおしゃべり倶楽部
プラウドおしゃべり倶楽部はあなたの元気な声をご紹介する
コーナーです。皆さんの声は私どもの活力源です。プラウドへの
励ましの声・ご感想をぜひお寄せください。メール・FAX
励ましの声・ご感想をぜひお寄せください。メール・FAX・ハガキ
FAX・ハガキ
等随時受付中です。お寄せいただいた方には粗品を進呈いたします

＊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。
夏季休業 → ８月16日、19日
＊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。
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K様、紫陽花の
みずみずしい色使いが
きれいですね♪
さわやかなお葉書ありが
とうございました。靴も少
しずつ慣らしていただき、
また再チェックにお越しく
ださいね♪

～ひとりごと～
この辺神戸では今のところ、雨の季節ならではの『雨』がありませ
ん。雨を好まれない方もいらっしゃいますが、私は大好きです。
いろんなものが洗われます（特に緑がきれいに）し、雨ならでは
のハプニングもおもしろい。
ある日曜、標高1300ｍほどの険しくない山へ登りました。
天気予報は、以前より雨・・・。とはいえ、それも経験なので、よほ
どの悪天候でない限り決行することになりました。
で、当日早朝、見事に雨降り。でも、予報では、午前９時頃には
曇りに変わると。これならよし、よし。
部隊は、小学生３名を含む総勢７名。早朝から車に乗り現地へ向
かいましたが、現地では弱い雨。よし、よし。
登りで、雨も徐々に上がり、霧に煙る山へという雨の後ならでは
の景色に包まれつつ、それでも割とよいペース。よし、いい感じ♪
1～10合と登山口から頂上まで看板が立っていたので、それを目
安に自らをそして子らを励ましつつ進みました。
８合目を過ぎ、９合目を目指しましたがいつまでたっても看板が
ない？？？っと思っていたら、いきなり10合目・頂上へ。
誰も９合目の看板に気づかず。
お昼を食べて一服して、さあ、下山。
今度は９合目の看板を探すぞと心に決めて歩きましたが、雨が
ポツポツ・・・進むにつれて豪雨に（笑）。アカ～ン！！
もう看板どころではなく、とにかくケガをしないよう必死で進む。
防水スプレーをしていた帽子の内側から雨がポタポタ落ちてくる
ほどの雨で、全員びっちょ、びちょ（笑）。でも、登山口あたりまで来
るとなんと日が射してきました。一体何なん・・・（笑）。
まさに、雨でのハプニング♪
９合目の看板探しと、霧のない風景を見にまた行こうっと。（り）

