春はもうすぐ、ワクワクですね♪お出かけ前に靴も足もメンテナンス！再チェックにぜひお越し下さいねぇ♪

プラウド通信
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Vol.39

TEL 078078-811811-2388
〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ
営業時間10時～18時（祝日は1７時まで）
FAX 078078-891891-8999
定休日 日曜・月曜 （ご予約いただければ対応可)
↑FAX番号、新設しました
FAX番号、新設しました
E-mail info@proud-s.com
http://www.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♪
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探し続ければ、きっと！

「靴選び」も巡り合いですね♪

こんにちは！お元気ですか？プ

しかしお気に入りが見つかると、ついそ

ラウド店長しいのです。いつも

ればかり履く方がおられます。これでは、

プラウド通信をお読みいただき

１日履いた靴の中の汗が乾く暇もなく劣化

ありがとうございます。

が進みます。せっかくのお気に入りなら何

春ですね。新しいものに巡り合う季節。

度も修理して長持ちさせたいですね。普段

あなたも思わぬモノを偶然に見つける

によく履くモノを３足、雨に強いモノ1～２

才能・能力(セレンディピティーserendipity)

足、サンダルやブーツなど季節モノを２足

をお持ちだと思ます。僕も日々感じます。

ずつ、冠婚葬祭用1足。最低10足をうまく

探していた本や会いたかった人に偶然出

ローテーションすれば靴はかなり長持ちし

会えたり、前回紹介したライフキネティッ

ますよ。歩き方・底の減り方も人それぞ

クを見つけた時も「これだ！」って興奮し

れ。季節の変わり目です。２年以上履いて

ました(笑)普段からいろんなコトにアンテナ

ない靴は、これからも履かないでしょ(笑)劣

をはっているとハッピーが続きますね。昔

化が進む前に整理しましょう！【修理・調

僕が足のトラブルを抱えながらマラソンし

整して履くか処分する】玄関の靴箱の通気

ていた時、偶然に整形靴技術やドイツ人マ

が良くなれば、靴も喜ぶし、ずっと探して

イスターに出会えたこともミラクルです♪ ↗

いたものがきっと見つかるはずですよ♪

1. 足の爪切りだけなら￥540～(要予約)

2. 元気な足を作りましょう！

あなたやご家族で思い当たりませんか?

★自分の足の爪が切りにくい！
★爪の痛みや変形・変色・分厚くなっているなど

昔読んだ本、久しぶりに見た映画。改
めて比べると感じ方が違うはず。年齢や

プラウドで『足の爪切り』はフットケアメニューで 経験を経ただけでなく今の心境も影響す
靴の履き心地も今のあな
靴の履き心地
す。気軽にご連絡下さい。足の爪にトラブルが起こる ると思います。靴の履き心地
と靴下・靴を履くことや、立つ・歩くといった基本の たの足・体の状態が影響します。足のト
動作が困難になることもあります。視力が落ちて足先 ラブルがあると今まで履いていた靴がきつく感じた
が見えづらい。体が硬くて手

り、選択肢が限られてしまいますよね。いろんな靴を

が届かない。細かい作業がし

履き試したいというご要望にもお応えしたいと考えて

づらい。無理に切ろうとして

いますがあなたの足をまず元気にしていきましょう。

爪を悪化させてしまうことも

どれだけ歩いても疲れない足、元気な心と体を時間を

ありますよ。是非お気軽にご

かけてしっかり作っていきましょう。そのお手伝い

相談くださいね♪

を、少しでもさせていただけると嬉しいです♪
１

3．春ですね～！
ご近所の蝋梅や梅が咲き、今、少しずつ散り始めました。
寒いのもあと少しの我慢。
暖かい日に向けて、履き物の見直し、進めませんか？
明るい色で足元を華やかに～♪
ご希望がありましたら今すぐプラウドまで → TEL 078-811-2388

ジュニア用ひも靴ｽﾆｰｶｰは、
こちら！

ヨネックスから
ジョギングシューズ！

Newbalance(ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽ：ｱﾒﾘｶ）
－やや細～普通幅－
22.5～25.0㎝

YONEX（ﾖﾈｯｸｽ：日本）

小学校６年生くらい
になるとお子さんご本
人から、「マジックベ
ルトよりひも靴が履き
たい」と力強い意思を
持ってのご希望が多く
なります。
今回、ジュニア用のひも靴としてご用意しまし
た。
木型がジュニア用ですので、大人用より若干幅
細めですが子どもさんには充分。
耐久力はsuperfitにはかないませんので、その
点はご留意くださいね。
汗かきのお子さんこそ普
段履きに最低２足は必要。
この靴はそのうちの１足
としてぜひお勧めです！
ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽ KJ680 ￥4900+消費税
色：ﾈｲﾋﾞｰ/ｲｴﾛｰ、ｼﾙﾊﾞｰ/ﾚｯﾄﾞ、ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾙｰの３色
ｻｲｽﾞ：22.0～25.0㎝まで

各種カタログ、お送りします！
2015春夏商品のカタログ(もしくは商品写真の
カラープリント）が各メーカーさんから順次当店
へ届く予定です。
「ヒールのないサンダルが欲しいなと思って
て」とか、「ランニングにお勧めの靴、ない？」
などご希望をお聞かせいただければこちらで的を
絞ってお送りしますよ♪

プラウド TEL 078-811-2388
２

－普通～ややゆったり幅－
ファスナー付で靴底
のクッションが抜群の
ヨネックスからジョギ
ング可能なウォーキン
グシューズをご紹介。
靴紐部分はネジでキ
リキリワイヤーを巻き
上げて締め、ボタンを軽く持ち上げて緩めるボ
アタイプ。脱ぎ履き楽ちん！
春からちょっと運動を、そ
んなランニング初心者のあな
たにお勧めです！
ヨネックス SHR900L、SHR900M ￥14000+消費税
女性：ﾌﾞﾗｯｸ、ｸﾞﾚｰﾋﾟﾝｸ(写真) 22.5～26.0㎝
男性：ﾀｰｺｲｽﾞ/ｸﾞﾚｰ、ﾌﾞﾗｯｸ/ｲｴﾛｰ
24.5～29.0㎝まで

室内履きの
ニューデザイン！
つま先オープンタイプとそう
でないタイプ、この２デザイ
ンを履き分けつつ１年を通じ
て室内でも快適にとご提案してきましたパザパの
室内履き。
このたび、甲部分をマジックベルトで調整でき
るデザインが新たに登場。
靴下の厚みや足のむくみなどで
甲部分の調整が必要な方にはお勧
めですよ
PZ-7094 ￥9500+消費税 ﾊﾞｯｸﾍﾞﾙﾄ取付可(代別途）
ｶﾗｰｵｰﾀﾞｰ可能。ｻｲｽﾞ：約23.0､24.0､25.0の３種類

４．高級婦人靴のThink!
ファミリーフェアー 開催！～３月３１日まで
なっなんと10～30％OFF！！
Think!（ｼﾝｸ：ｵｰｽﾄﾘｱ）－普通幅～ややゆったり幅－
ヒールの低いカジュアルタイプも少～しヒールのあるパンプスタイプも、Think!の靴は刺繍や飾り
がさりげなく付いていて他にはないデザインの婦人靴です。
幅は普通～ややゆったり幅なのですが履くとスッキリ見えるものが多く、足底板(ｵｰﾀﾞｰ中敷)をお持
ちの方は、デザインによっては併用可能です。
これまで店頭で充分にご紹介できていなかったので、今回はたくさんの方に知って試していただき
たいと考えメーカーにご協力いただき商品を取り揃えました。
しかも、定価から10～30％OFFの特別価格でのご提供！！
すでにThink!ファンの方も、初めての方もこの機会をぜひお見逃しなく！
注）特別価格のため『お支払いは現金のみ』とさせていただきます。
お値段はデザインにもよりますが定価￥32000(税別)前後
この定価から10～30％OFFになります。
ｻｲｽﾞ：約23.0～約25.5㎝
今回はデザイン優先で集めました一点モノで、１つのデザインで全サイ
ズのご用意がかなわないモノも多数あります。ご了承くださいませ。

5. パンプスのご用命は
お早めに～♪

Viel Huld（ﾌｨｰﾙﾌﾙﾄｩ）
春は特にパンプスのご希望が増える季節です。
女性にとって黒革のパンプスは必需品ですでに１
足はお持ちでは？
でも、それは一日快適に過ごせるパンプスです
か？
無理して履いた、合わないパンプスのせいで翌
日から足の痛みに悩まされたことありませんか？
なかなか出番がなくてもある日突然必要になる
パンプス。日常履き同様、あなたの足に適したも
のをぜひご用意いただきたいです。
プラウドでは、数種類の中からあなたに適した
パンプスをご紹介します。もちろん修理やお手入
れ方法もご提案致しますよ。
春夏色はお取り寄せで承り
ます。ご希望をお聞かせくだ
さいませ～。
幅：C～3Eまで ￥31000+消費税～
ﾋｰﾙ高：3.5㎝～

6. 子ども靴 superfit、
期間限定 値引きです ！
プラウド定番の子ども
靴、オーストリアのsuperfit
(ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ)をこのたび期間
限定でほんの少しですがお
安くいたします。
３月中下旬入荷予定の春夏商品の一部が対象。
superfitのいいところは、
・やや細～普通の幅
・靴の作りの良さからくる耐久力
子ども靴市場は幅広ものが主流ですが、実際、
足幅が広い子どもさんは少ない。また、成長期の
活発に動き回るお子さんには特にクニャクニャの
柔らかい靴・一か月も経たずにその機能が失われ
る靴はやっぱりダメ。
そこで、私たちのお勧めはsuperfitです！
少しでも多くの方に知って履いていただきた
い、すでに履いてらっしゃる方には履き替えの１
足を持っていただきたい、との思いでの期間限定
値引きです。おおよそ定価の10～15％OFF！
どうぞご利用下さい！
3

靴のお手入れしてますか？僕は靴を磨くの大好きです。お気に入りの靴を長持ちさせるにはお手入れが大切。
わからないことがあればぜひ、靴をお持ちください。撥水加工、クリーニング、お持込も大歓迎ですよ♪

７ ．営業時間変更のお知らせと
３～５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。
お車の場合は、近隣の駐車場をご利用願
います。近隣の駐車場の場所は、当店も
しくはHPでご確認くださいませ。
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￥1300＋税 200ml入り

9.

再チェック(無料・要予約)へどうぞ！

当店で足と靴のトータルチェックを受けられた皆様で
再チェックを長く受けておられない「あ、私のことか
も？」と思われたあなた！中敷、脚長差など加工の調整
をさせて下さいね。 ご予約、お待ちしております♪

～ひとりごと～

2015年
2015年 4月
4月
月

子ども靴のsuperfitや昨年春からご紹介していますフ
ランスのPATRICKなど、本革と別素材のコンビの靴の
クリーニングについてよくお問い合わせをいた
だきます。
日々は、とにかく中敷を外して靴の中の湿気
を取り除くことをお勧めしますが、洗うとなる
とコンビ靴は・・。
このたび、異なる素材を一度に洗うのに適し
たクリーニング剤がでました。
そうそう、洗う前、乾いている時にまずしっ
かりホコリは落としてくださいね。
使用方法など詳しく
POWER CLEAN（ﾊﾟﾜｰｸﾘｰﾝ：ﾄﾞｲﾂ)
は店頭で♪

プラウド → TEL 078-811-2388

29 30 31

日

8. 革とﾒｯｼｭ、ｺﾝﾋﾞ靴のｸﾘｰﾆﾝｸﾞに！

先日、久しぶりに東京へ行きました。
駆け足で用事を済ませ、家路へと羽田空港へ向かう途中の山手
線でのこと。時間は午後３時頃、車内はザッと座席が埋まっていて
私はホーム側と反対のドア付近に立ちました。
次の駅で制服・制帽スタイルの小学１年生くらいの男の子が複数
乗車。私とは反対側のホーム側のドア付近に立ち小さな声で話し
つつ（かしこい！）、駅につくたび一人、また一人と下車。最後の２
人になった時、私の立っているドア側に移動してきました。
２人は並んで外の景色を見る方向で立ち両手をドアガラスにそっ
とあてていて、私は彼らの横でドアにもたれていました。
電車が動き出すとすぐに一人が窓の外を見ながらもう一人に
淡々と言いました。
「ねぇ、知ってる？マツコデラックスって男なんだよ・・・」
言われた男の子は、「ええー！！！」
驚きのあまりにさっきまでの小声とは打って大きな声。ハッと我
に返って慌てて手で口を押さえ、言った男の子を見ました。
衝撃の告白をした彼は体制を変えず窓の外を見たまま無表情。
「お化粧してるよ！」 訴えるように言うと、
「してても男なんだって、ママが言ってた・・・」と、微動だにせず。
そして次の駅に到着。驚いている男の子を残し、「じゃあ、また明
日ね」とそのまま彼はクールに降りていきました。
それを一部始終見ていた私。この突然の出来事に驚くやら笑え
るやら。次の日、どうなったんだろう、すっごく気になるぅ。
(り)

