何事も満ち足りてると満足♪足りないと不足。やっぱり足なんですねぇ～(笑) 冬も楽しく出かけましょう♪

プラウド通信

２０１５．ＤEC

Vol.42

TEL 078-811-2388 / FAX 078-891-8999

足と靴のトータルチェックや再チェッ

E-mail

クは予約制です♪お電話くださいね。

info@proud-s.com

http://www.proud-s.com

営業時間：10時～18時(祝日17時まで) 定休日：日曜・月曜(ご予約いただければ対応可)

足の元気を引き出すには？

医師が、タイヤを加工してサンダルを作る

こんにちは！お元気です

ことを市民に指導していました。生活環境

足の元気を引き出す

か？プラウド店長しいので

の質の向上や衛生の知識や教育は急速に発

１.ブーツのお直し

す。いつもプラウド通信を

達するアジアの中で求められていること。

お読みいただきありがとう

わたしたちは水虫で死ぬことはないし

２.あなたの目標
３.新商品ご紹介
４.オ-ﾀﾞ-パンプス
５.靴下

(笑)、靴を履くことは当たり前のことです

ございます。
僕が２０年前ドイツ整形靴技術を学び始

が、外に目を向けると裸足の生活で足裏の
傷から命を落とすこともあるのです。

６.春が来る前に

めた頃、衝撃を受けたのが糖尿病の足病変

７.展示会行ってます

でした。糖尿病も様々ですが、靴擦れから

営業時間・カレンダー

潰瘍ができ、たった２週間で下肢切断とい

足には元気に歩ける潜在的な「パワー」

う症例もあります。糖尿病が恐ろしいのは

があります。日頃の靴下・靴選びや靴の履

痛みや感覚が鈍る神経障害が出ること。家

き方によって足がどんどん元気になってい

族や病院など注意していても本人の注意力

く方に比べ、そうでない方はあっという間

が低い事です。重篤な足は病院で義肢屋さ

に足から老化が進みます。2017年は消費税

んが靴を作ります。3年前、シドニーでの整

も上がりますね。生涯使えるモノなら足底

形靴国際会議では、インドは人口増加と共

板もルームシューズもあなたの足にぴった

たかがサンダルされど に糖尿病が急増、裸足の習慣が残る中、↗

り合うものをぜひ、揃えておきましょう！

ひとりごと

1. ブーツのお直し承ります♪
ロングブーツやミドルブーツなど既製の筒幅で足に
合わない時は幅を詰めたり広げたりしていますよ♪
履き口のゴムやファスナーも修理できます。
当店以外のお持込の靴もOK！(持込料￥540-) 。
靴の種類・デザインや劣化度合いに
より料金は異なります。
まず、お見積り致します。ぜひご相
談ください。
★ブーツ筒の幅出し/幅ツメ￥5000+税～
★サイドゴアブーツゴム交換￥5000+税～
★ロングブーツゴム交換￥2000+税～
★ファスナー交換￥6000+税
すべて１足分の料金です。

2. あなたの「目標」 来年は？
今年もあなたとご縁が出来ましたことに感謝！あり
がとうございます。さて、来年はどんな1年にしま
しょうか？より明確な目標があると、毎日のワクワク
感や目標に向け良い準備ができますし、達成した時の
嬉しさが違ってきますね。
あなたの足が少しずつ改善するよう様々なアプロー
チをご提案させていただきます。これは僕の独りよが
りでは実現しません(笑) あなたの足がさらに力強く
復活するようサポートさせていただきたいのです。
来年も一緒に頑張っていきましょうねっ♪
3か月、6か月の定期チェックにぜひお越し下さい。
少し間の空いている方も、お気
軽にご予約、お電話くださいね♪
１

3．さぁさぁ、いいもの見つけましたよ♪
寒かったり暖かかったりとなんだかわからない気候ですが、
いつでもご活用いただける品々を今回もご紹介しますね。
では、どうぞ～
お問い合わせは

→ プラウド

TEL 078-811-2388 まで

②防寒と防水を兼ねて

①この風合いをぜひその目で
PATRICK （ﾊﾟﾄﾘｯｸ：ﾌﾗﾝｽ）
ー普通～ややゆったり幅ー

アサヒ （日本）
ー普通～ややゆったり幅ー

細身のカジュアルスニーカーとしてここ２年ご
提案をしておりますPATRICKから、今回限定商
品をご紹介です。
こちらは、７年ぶりに復
刻したモデル。事前発注分
しか作られていません。当
店でも在庫はほんの少し。
足幅の細めが多い
PATRICKにしてはややゆったり幅の方までお使
いいただけるタイプです。
甲を包む革の部分はオイルを
含んだレザー仕上げなので、履
き込むほどに味が出ますよ。

くるぶし上１５センチほどの丈なので、１年を
通じて使える期間が長い。
表側はトップドライという特殊
素材、内側はゴアテックス使用と
防水、湿気を逃がす、そして寒い
時は防寒と１足で３役。
もちろん内側にファスナーが付
いていますので脱ぎ履きに簡単。
薄型の足底板をお持ちの方はそちら
が使えます。
紐やﾏｼﾞｯｸﾍﾞﾙﾄがついていませんので
微調整はお任せください。
￥16000+消費税
ヒール高：約３㎝
色：ブラックのみ
ｻｲｽﾞcm： 22.5～25.0㎝

DUNAU-ATQ ﾄﾞﾅｳｱﾝﾃｨｰｸ
￥20000+消費税
ｻｲｽﾞ：約22.7～25.5㎝

オーダーの流れ 採寸→２０数種類のデザインから選び→革見本130色の中から革を決めてご自身の
１足を決定！→発注してあとは待つだけ・・・。約４
０日でお納め

4. オーダーパンプス、ご希望続々

～その２～

ｼｱﾝｼｭｰｽﾞ（日本）
パンプスのオーダーをお受けするようになりましてまだ半年余りですが定期的に
オーダーをいただき、順次仕上がってお納めしているところです。
欲しい革色のパンプスが見つからないとい
う方にとって、130種類あ →全体がﾁｬｺｰﾙ、つま先は黒系のクロコの型
押しをあしらったコンビパンプスです。
る革素材は力強い味方。
ニュアンスのある色合いがとても素敵♪
今回もその中からお納めし
ました２品のご紹介です。
←裸足に近いヌードカラー。
ありそうでない色。
お手持ちのお洋服に合わせ
てのｵｰﾀﾞｰでした。
２

オーダーの流れ お電話等でまずご予約→ご来店に
よる採寸→２０数種類のデザインから選び→革見本
130色の中から革を決めてご自身の１足を決定！→
発注してあとは待つだけ。約４０日でお納めです

③

五本指のしかも着圧ストッキング！
サポート５ （サポートファイブ：日本）

以前より「五本指のストッキング置いて～」とご希望をいただいていました。
これぞというものを見つけるまではいろいろな商品を試してみよう！っと、こ
れまでご案内できずにいたのですが、今回やっとご紹介できます。
特徴は、五本指ストッキングであることに加え、

足首からひざ下まで段階的に圧力がかかっている弾性ストッキング
ということ！
プラウドでは、これまで段階圧の弾性タイプの靴下やひざ下のストッキング(五本指タイプではあり
ませんが）をご紹介してきました。
なぜかというと、足がだるい、冷える、つるといった足のトラブルをおしゃる方がとても多いのです
が、その対応の一つに弾性はとても有効だからです。
五本指ストッキングは通販などでシェアーが広がってきていますが、弾性ストッキングになってい
るものとなると・・・なかなかありませんでした。
今回のご紹介品は、まさに私たちが望む品。
ひざ下までのタイプ、パンストタイプの２種類あります。
どうぞお試しあれ！
＊ひざ下丈→ブラック(70ﾃﾞﾆｰﾙ)、ベージュ(40ﾃﾞﾆｰﾙ） ￥1800+税 ﾌﾘｰｻｲｽﾞ
＊パンティーストッキング →ブラック、ベージュ（ともに40ﾃﾞﾆｰﾙ） ￥2300+税
サイズ ： M－L、L－LLの２種類

5. レッグウォーマーはいかがでしょう
ラサンテ （日本）
寒～い時、ひざ下を温めるとホッとします。
こちら、靴下メーカーさんの作るレッグウォー
マーはいかがでしょう。
遠赤外線を放射する素材を使っているのでより
暖かく！
雪柄なので装い
のアクセントにも
なりますよ。
アンクルブーツに合わせて↑
ﾚｯｸﾞｳｫｰﾏｰに靴下で→
￥1700+税 長さ：約36㎝、ﾌﾘｰｻｲｽﾞ
色：ネイビー、ピンク、ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ
←こちらはハイソックス。
無縫製仕上げなので、縫い目のふ
くらみがなくﾁｸﾁｸしません。
￥1500+税
色：エンジ、ブラウン、グレー
サイズ：22.0～24.0㎝

6. 春が来る前に～
年が明けますと、春に向けてご
希望が急増する商品があります。
毎年のことですが、お子さんの
新入学に伴う通学靴。
これは、白のスポーツシューズやローファー
といったものですね。
ローファーは、お持込の品を少し加工するこ
とでグッと履きやすくなるのでそのご提案をよ
くしています。
婦人ではやはり黒のパンプス。
式典での使用をというのが圧倒
的ですね。
ご要望は全国的に集中しますの
でﾒｰｶｰさんも品薄になりがち。
お尋ねや確保希望のお声はどうぞお早めに♪

春夏の各種カタログのご希望
受付中！
2016春夏商品の各種カタログが３月頃出来
上がってきます。ご希望の方はぜひ下記まで！

プラウド TEL 078-811-2388
3

【価格改定のお知らせ】2016年1月納品分より、パザパの室内履きが￥8500→￥10000へ、スプリングコート
の各スニーカーや既製中敷の一部がそれぞれ現定価より￥1000程度ＵＰ。詳細は店頭で（税別途）

～ひとりごと～

7. 展示会、行ってます！

今年は早かった・・
12ヶ月、ほんとにありました？(笑)
毎年、1月にいくつか目標を立てています。
漠然と過ぎるのが嫌でしているだけなんですけど、
別に壮大な目標ではありません。
小さいことでは、毎日、「今日はこれができてよかっ
た」っと寝るときくらいはいいこと一つ、思いながらにし
ようと考えてました。気分よく寝たいから、です。
でも実際は布団にはいったらほぼ気を失う感じで眠り
につくので何も思い出せず寝てしまいます。特段疲れ
ることはしてないのに・・。
皆さんはどんな一年はいかがでしたか？

私たちが行っている靴の展示会は、主に２月頃
と８月頃に多くが集中しています。
２月頃のは次の年の秋冬商品、８月頃のは次の
年の春夏商品となっています。
そのタイミングをご存知の方からは「ワイン色
のサンダルがあれば」「茶系のスウェード革のひ
も靴を」など次の年のご希望を事前にいただき、
展示会ではそれらを意識的にチェックしていま
す。
お急ぎでなければ、どうぞご希望をお聞かせく
ださい。お待ちしています。
TEL 078-811-2388
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今年も一年、またありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いします
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＊定休日は、毎週日曜と月曜 ＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、 祝日 → 10：00～17：00
定休日・営業時間外にご来店希望の際はご相談下さい。1月8日の営業は１４時～、 ３月24日の営業は１４時～
＊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。場所は、HPでご確認いただくかお尋ね下さいませ。

