様々な事情で再チェックにお越しいただけなかった方。期間があいても大丈夫♪可能な時にぜひご予約下さいね！
２０１6．10

プラウド通信
TEL 078078-811811-2388 / FAX 078078-891891-8999

E-mail 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)

運気を上げる「玄関と靴」

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。
靴の汚れには悪い「気」が付
いているそうです。玄関の掃除と靴箱を整
理して運気をどんどん上げていきましょう♪
営業時間・カレンダー ①靴が汚れていませんか？
僕はランやトレイルでよく汚れます。長時
間の練習後はすぐに靴を洗っています。
②靴底が減っていませんか？
減り切った靴は体への負担が増すばかり。
マメに修理しましょう！
③2年以上履いていない靴がある！
履かない靴は劣化が進むだけでなく運気を
玄関は顔ですね。ﾄﾞｷｯ！ 下げます。履かなくなった理由があるはず↗
「玄関と靴」

１.子ども靴・サイズ
２.靴の消臭剤
３.秋の靴～

４.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ
５.メンズっぽく

６.サロモンﾊｲｶｯﾄ
７.ﾜﾝｽﾄﾗｯﾌ

ひとりごと

1. 靴のサイズがわかる子ども

電車やレストラン、様々な場所で子どもの騒ぐ声が
気になることがあります。娘が小さい頃は電車や公共
の場で大声を出さないかドキドキしたものです。
お客様に保育士さんや先生がたくさんおられますが、
騒ぐ子は親が「子どもの声」を聞いているかどうかだ
そうです。当店では3カ月ごとに再チェックしていま
すが大人以上に繊細な子どもの足。お店での試し履き
はほんの数分です(笑) 実際に子どもの歩く姿や靴の
履き方などよく観察してください。痛く
てもなかなか言えない時もありますね。
靴や中敷きの調整は何度でもいたしま
す。歩き出しから5歳くらいまでは特に
ご両親が日々見てあげてくださいね♪

Vol.45
足と靴のトータルチェックや再チェッ
クは予約制です♪お電話くださいね。
足の汗は手のひらと同じ、ストレスを

受けたり緊張や不快感で発汗します。
足の趾先が当たるなど気になるところは
調整します。お気軽にお持ちくださいね♪
足のニオイが気になる方は対策を！
中学生の娘は部活で靴が臭います(苦笑)
水虫の方は皮膚科へ。中敷きトップカバー
の張替えや天然成分の消臭スプレーなど靴
を衛生的に保ちましょう。
足裏のウオノメ・タコも諦めないで！
定期的なフットケアと足底板で見違えるよ
うにツルツル！足裏がキレイになっている
方もおられますよ。綺麗になると靴の履き
心地も変わってきますね♪
玄関が美しいと気持ちもスッキリします
ね。靴のお手入れ方法などわからないこと
はいつでもお気軽にご相談くださいね。

2. 靴の消臭剤は玄関掃除にも便利

掃除はするけどあまり好きじゃない、というあなた
に朗報です！実は僕がそうなんですが(苦笑)・・・
玄関の靴や靴箱の除菌・消臭やカビ予防がこれ１本
で出来るんです♪子どもの汗臭い靴、靴箱にもサッと
スプレーして汚れをふき取るだけ。ねっ簡単でしょ。
玄関が爽やかな香りに変わります。ラベンダー、ピン
クグレープフルーツ、レモンの３種類。100ｍｌ
M.モゥブレィ
M.モゥブレィ ナチュラルフレッシュナー ￥21602160-

植物性天然成分
で作られた消臭
ミスト。気になる
ニオイをしっかり
除菌・消臭！

１

3．急に秋ですね～！
暑かった毎日からようやく解放され、日暮れがグッと早
くなったなと思っていたら急に寒くなりましたね。
指先が出ているサンダルも、メッシュ素材も来シーズ
までお休みしてこれからの寒さを楽しむ準備をぜひ足元からどうぞ。
秋冬物が入荷しつつあります。
ご希望がありましたらお聞かせくださいね～
お取り置き、お問い合わせは → プラウド
TEL 078-811-2388 まで

① ショート丈ブーツ、
今年はこれ！

② アンクルブーツならこちら！
durea（ドゥレア ： オランダ）
ー 普通～ややゆったり ー

Legero（レジェロ ： ｵｰｽﾄﾘｱ)
ー 普通～ややゆったり ー
今年、ヨーロッパではロ
ングブーツではなくショー
トブーツやアンクルブーツ
が主流だそうです。
そういえば、去年も今年
の展示会でもロングブーツ
はありませんでした。
そこで、お勧めのショー
トブーツとしてこちらをご紹介します。
内側に防水性の高い素材を使っていますので、
防寒だけでなく雨にも対応可能ですから利用範囲
は広いです。
色はグレーですが、グラデーションがかかって
いるのできれいな色合いで、ヨーロッパの発色か
なと思います。
足に緩やかに沿うデザインな
ので、足元スッキリ。この丈な
らロングスカートにもパンツに
も合わせるのに困らないはず！
サイズ：約23.0～25.0㎝

こちらはくるぶし上
丈のアンクルブーツ。
今くらいの時期から
春先まで長く使える丈
です。
エレガント系として
は久しぶりに
ファスナーなし。
脱ぎ履きがちょっと面倒かもしれませんが、紐
を編み上げてキリッと履いてくださいね。
背筋もシャキンと伸びます
よ。

9603

普通幅とややゆったり幅の２種類展開

サイズ：約22.7～24.7㎝
色：ブラックとブラックヌバックの２種類
2種類とも￥45360
ヒール高：約3.5㎝
＊少し前に入荷し店頭でご紹介していますが、人

￥35640

気のため在庫が流動的です。

各サイズ、１点ずつのご用意です。ご希望の
場合はまずご連絡くださいね。確保します！

ご来店の前に

在庫確認をお願いします。

４． ランニングシューズ 新色♪
⇐ONの新色

２

￥13824

⇐ブルックスの新色

ｸﾞﾚｰﾌﾟ/サルファー

￥12960

ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ系

ｻｲｽﾞ： 23.0～26.5㎝

ｻｲｽﾞ：22.5～26.0㎝

③カジュアルなアンクルブーツ

５. メンズっぽいのはいかが？

BENVADO（ベンバド：イタリア）
ー 普通～ややゆったり ー

FINN COMFORT （ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ：ﾄﾞｲﾂ）
ー 普通～ややゆったり ー

こちらのベンバドは初めてご
紹介します。
カジュアルに履く！その時は
こちらはいかがでしょうか。
つま先部分が柔らかな曲線に
なっていてコロンとかわいらし
い形。これで足の形に負担をかけ
にくく、足首のアキレス腱側がゴ
ムになっていて足にもフィット。
￥37800

往年の定番、フィンコン
フォートから今回はこちら
のメンズっぽい紐革靴をご
提案します。
画像ではうまく伝えられ
ないのが残念なのですが、
とても上品な光沢があり！
シンプルだけど一捻り、です
♪

ｻｲｽﾞ : 約22.5～24.0㎝

￥42120

色：ブルネイビー

ｻｲｽﾞ : 約22.5～24.5㎝

ダークグレーエナメル

＊お取り寄せ対応です

こちらも在庫確認をぜひ！

６. サロモン子ども靴のくるぶし上丈、最後の入荷だすぅ！
Salomon (ｻﾛﾓﾝ：ﾌﾗﾝｽ)

ー 普通～ややゆったり幅 ー

サロモンの子ども靴ローカット丈の靴は、堅牢で生活防水にもなってい
てと大好評をいただいておりましが、残念ながら一昨年より入荷がストッ
プ。
ハイカット丈(くるぶし上丈)のみ手に入りましたのでご紹介しますね。
ハイカット２種類。どちらも生活防水です。
一つは、ご紹介してきたローカットの丈が長い版と思っていただくとよ
いと思います。
全体がしっかりしていてこちらは特に野外活動を週末になさるお子さん
にはお勧めです。
もう一つは、メッシュ度合いが多いので足首周りを柔らかくサポートし
ています。こちらは普段使いも可能だと思います。
ただ、このハイカットも最後のご提供です。
￥8100
ｻｲｽﾞ：

約19.5㎝、20.5㎝、21.5㎝、22.5㎝

７．軽快に～

シアンシューズ （日本)

ー 普通幅とゆったり幅－

永遠の定番デザインっていくつかあるのですがこれもその一つ。
その中でもこの靴は履き口が深く踵から中足部にかけてフィットし
足底板も入れ替えて使用可能♪靴底のポリウレタンはクッション性
が良く、耐久性も高い。エレガントですがしっかり歩けますよ。
写真左

普通幅

￥27000

写真右

ゆったり幅

色：黒（履き口周りがグレー）

￥27000

色：ｸﾞﾚｰｼﾞｭ

（取寄せにて黒とﾌﾞﾙｰあり）

ｻｲｽﾞはいずれも21.5～25.0㎝展開

3

乾燥が気になる季節。足のお手入れしていますか？アルペンハーブを配合したドイツ「ジクタス」のフット
クリームはむくみ・足の疲れ・冷えなど目的に合わせた商品です。すーっと伸びていい香り♪￥4320-～
朝ドラに翻弄されています(笑)。
観てらっしゃる方、多いと思いますが、半年間、月～土毎回15分、ドラマの一員として観ている自分に時々驚きま
す。
主人公と一緒に笑い、涙し、そして老いる・・最終週は辛いです。
10月からまた新しいドラマが始まりました。
今度は神戸が舞台です。
親しみのある北野の街並みが出てきていますが、このドラマをきっかけにまた神戸へたくさんの方が来て下さり活
気づくといいなと思います。
朝ドラ時間、これまではボーッと観てましたが、今回からこの15分間に下半身を鍛えるステッパーを踏もうと思い
ます。
来年３月末、今回の朝ドラが終わる頃、足がスッキリしてることを願って・・・(笑)
(り)
～ひとりごと～
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2016年
2016年 10月
10月

日 月 火 水 木 金 土
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＊定休日は、毎週日曜と月曜

日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

2016年
2016年 12月
12月

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、

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

祝日 は、10：00～17：00の営業です。

定休日・営業時間外でも対応可能な日があります。年末年始休暇は12/31～1/4までお休みです。1/5～営業開始

＊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当店へお尋ね下さい。

