
 ←この靴の良いところは指
の付け根部分を覆うこの V
字のカッティング。この辺り
はよく痛みがおこる箇所。皆
さんにご紹介できる靴かど
うかを見極める大事なポイ
ント。こちらは合格！ 

ROSWELL ￥39960 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ﾋ
ｰﾙ高：2.8㎝  色：黒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

夏に酷使した「足」 皮膚のケア忘れていませんか？乾燥が気になるこの季節。ぷるぷるの足裏を作りましょう♪ 

冬のブーツ履き慣らし 

１.既成インソール 

２.たかが水虫･･ 

３.冬商品のご紹介 

４. 送料について 

５. NW 活動報告 

６.来季の商品は 

ひとりごと 

営業時間・カレンダー 

冬のブーツを履き慣らすには？ 

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。 

成長期を過ぎても履く靴や歩く環境によ

り「足」って日々少しずつ変化していますね。

ハワイに住んでいるﾌﾟﾛｻｰﾌｧｰなら裸足で！

年中生活できますが(笑)フローリングやアス

ファルトなど硬い環境での裸足はどうして

も歩き辛い。体も硬くなってきませんか？ 

冬は靴や足底板も夏より硬くなります。す

でに数年履いているブーツでもお手入れし

ていないと革が硬くなってしまい、靴擦れす

ることもあります。他店で買われた靴のご相

談も OK です。ぜひお持ちくださいね♪↗ 

既製靴を少しでもあなたの足に馴染むよ

うに加工・調整します。せっかく買ったの

に履かないと劣化が進むだけですから。 

馴染むまでは数回の調整が必要ですよ。 

★カカト周りや甲など骨が当たって痛い！ 

★靴底が硬くて一日歩くと疲れてしまう！ 

★長年履いて革が伸びてゴソゴソ！ 

★ヒールが高すぎて歩きにくい！  など 

 足に合っていないと重く感じ、歩く姿勢

は崩れ疲れます。靴底の偏減りや履きジワ

などの靴の寿命も縮める原因になります 

足先の冷えやむくみにも早めの対策を！ 

ふくらはぎや太腿裏の静脈のボコボコは自

覚症状がないまま進んでしまいますから。

快適な冬の過ごし方を見つけて下さいね♪ 

 

1. 既製品でも上手く使えば快適に 

フルオーダーの足底板、コルクベースや薄型のパン

プス用などはメンテナンスすれば 15 年以上お使いの

方もたくさんおられますね。いろんな靴で活用できる

ように作っていますが明らかに靴の構造が違う時など 

すべての靴にお使いいただけない場合があります。

そんな時は既成インソールをぜひ活用してください。

心地よく骨格を支え、エレガントなパンプスやブーツ、

特定の競技用など活用の幅も様々。 

ただオーダーのような長い耐久力はありませんの

で、クッション性がなくなりへたった時は買い替えを

お勧めします。 

靴も足底板も、既成インソールも賢くローテーショ

ンすれば入れ替えの手間も省けて快適ですよ。 

既成インソール(ＥＶＡ)￥3780～ 

車や自転車には頼らず

自分の足で一歩一歩！ 

2. たかが水虫・・・今すぐ皮膚科へ 

かかとがひび割れたり、ガサガサになる「角質増殖型」

の水虫。間違ったケアをしていませんか？加齢や乾燥に

よる角化症？保湿クリームを塗っても改善しない時は

水虫かも知れません。近年、このカカトひび割れタイプ

の水虫が女性の間でも増加中！ 1 年前の皮膚科受診

で「白癬菌はいない、大丈夫でしたよ。」という方は今、

本当に大丈夫？角質増殖型は白癬菌が長く住み着いた

結果だそうで過去に痒みや水虫の諸症状が出ていた方

は要注意。特に冬はブーツで蒸れたり、温泉やプール、

ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑなど様々な場所でうつされたり、うつしたり。

「水虫で皮膚科へ行くのが恥ずかしい」「面倒」などの

声が聞こえますが、あなたの大 

切な周りの人の為にも！そして爪水虫 

の方も今すぐ皮膚科でチェックを！ 

プラウド通信 

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

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) 

Vol.46 Vol.46 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。 

足と靴のトータルチェックや再チェック

は要予約。お電話かメールで♪ 

Vol.51 

2018.12 



① 超ベーシック 通年使える 

やや細～普通幅ﾀｲﾌﾟ 
(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ） 

 

「スカートに合わせやすい靴を」というご希望

にお応えして･･･こちらをご紹介します。 

  

 ３ 

 3．足元の防寒、整いましたか？ 

日に日に寒くなってきました。 

春までお使いいただける靴等、ご紹介します。(価格は税込表示 ) 

ご希望の品がありましたらまずはお問い合わせください。 

  在庫は流動的ですので確認し、お取置きやお取寄せを致します。 

ご連絡は TEL 078-811-2388 まで♪ 

③ 快適レザースニーカー♪ 

普通～ややゆったり幅ﾀｲﾌﾟ 

(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ） 

 

コンフォートシューズの老舗が作るスニー
カータイプ。 

ヌバックと光沢仕上げの革とのコンビ。 

スポーティー過ぎないので応用範囲が広い

ところがいいと思います。 

② ブーツ！ ブーツ！ 

普通～ややゆったり幅 
(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドｲﾂ） 

 

ブーツなら足首を覆うミドルブーツが主流。 

 この丈なら秋から春先まで長いシーズン使え

るのが魅力。防寒はもちろん、捻挫しやすい 

足首の不安定な方にもおすすめです。 

 

 

２ 

←この靴は痛みがでやすい指
の付け根が覆われているとこ
ろ。母趾球部分の負担を軽減
し、開帳足予防に効果的な機能
とエレガントなデザインを併せ持
っています。 

ROSWELL ￥39960 
サイズ：約 22.0～25.0㎝ﾋ
ｰﾙ高：2.8 ㎝  色：黒 

→一見スポーティーな印象です
が、全体の革質の良さと紐穴
辺りの一部がエナメルなのでグ
ッとお出かけ仕様度がUP。 
もちろん内側にファスナーあり 

TOBLACH ￥48600 
サイズ：約 22.5～24.5㎝
ﾋｰﾙ高：1.8 ㎝  色：黒系 

←アキレス腱辺りの狭さが良い
デザイン。この部分はしっかりと
足を捕まえてほしいところなの
で。適度な厚みのある靴底です
ので衝撃吸収性もあり。 

AVIO ￥42120 
サイズ：約 22.5～24.5㎝ 
ﾋｰﾙ高：2.8 ㎝  
色：黒系とﾌﾞﾙｰ系 
 

④ こちらはウォーキングシューズ♪ 

普通～ややゆったり幅ﾀｲﾌﾟ 

(YONEX ヨネックス ： 日本） 

 

ヨネックスのウォーキングシューズから今

回はこちらをご紹介します。 

アキレス腱周りの絞り込みがとてもよいの

で足首をクッとつかんでくれフィット感が向

上しています。 

 →底面での幅はそこそこの広さ
ですが、甲部分の包み込みにゆ
とりあります。安心の履き心地で
す。内側にﾌｧｽﾅｰあり 

LC92 ￥16200 
サイズ：約 22.0～25.0㎝  
色：ﾈｲﾋﾞｰ系（写真）、ﾌﾞﾗｯｸ 

系、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ系など。 
紳士ｻｲｽﾞも取り寄せ可 



   

５. ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ 

活動報告 
 

5/17 奈良公園にお出かけして第 1回ノルディック

ウォーキングを開催しました。 

ポールを使って歩くのは初めてという方、膝に自信

がない方など11名で 2時間半、4.5ｋｍをしっかり歩き

ました。 

ポールが有ると上り坂が楽！下りや階段が楽！こ

んなに歩いたのにそんなに疲れなかった・・・など感じ

方は様々。皆さん姿勢良く、楽しく歩けました。 

２日後に筋肉痛が出た方もおられたそうです（笑） 

そして 11/15、第 2回目を開催！ 

連続参加の方、今回初めての方合わせて 11名。 

半年経ってポールの使い方を忘れていたけどすぐ

に思い出せた！ 歩くのが楽しい♪等ご参加の奈良・

青山の皆様に僕も元気をいただきました。 

春と秋で景色が変わる奈良公園の魅力も再発見で

きました。奈良っていいですね～！ 

ポールを使って歩くノルディックウォーキングは膝の

負担が少なく、誰でも手軽に始められます。 

ご希望が、数人まと 

まりましたら随時体験 

会を開催致します。 

詳しくは、お問い合せ 

くださいね♪ 

⑥ グニャグニャねじれない子ども靴 

普通幅 
（サロモン：フランス） 

 

「鬼ごっこで足がしっかり踏ん張れるよ♪」と
子どもさんから人気のサロモンの子ども靴。 

うちの子は 3ヶ月でボロボロにしてしまうと

親御さんからのお悩みもお聞きしますが、特に
活発なお子様にはサロモンがおすすめです！ 

写真のモデルはローカットで今までよりも柔

軟性のあるスポーツ仕様です。 

⑤ きっと出番が多くなる 

細～普通幅 
（Finnamic ﾌｨﾝﾅﾐｯｸ ： ドｲﾂ） 

 
自然に歩みを進めてくれる造りの靴底はいろ

んなメーカーから出ていますが、このフィンナ

ミックが他と違うのは安定性の良さ。 

靴底のやさしいローリングは体感なさるとそ

の履き心地に納得いただけるはず。 

３ 

４．ご配送・ご連絡方法について 
 

配送会社さんの大幅な料金見直しに伴い、当店からの
発送につきまして変更せざるを得なくなりました。 
靴などの商品をお送りする場合はすべてご本人様負

担とさせていただきます。できるだけ安価な方法を選び
ますがどうぞご了承下さいませ。 
また、郵送している『プラウド通信』、ハガキでお知

らせしている再チェックのご案内、電話でのご連絡など
HP やメールで OK という方、ぜひお声がけ下さいね！ 

→ひもｽﾄｯﾊﾟｰが付いていま
すので脱ぎ履きが簡単！ベ
ルクロ加工も出来ます。 

サロモン ￥7020 
サイズ：約 18.5、19.0、
20.0、21.0 
色：ﾈｲﾋﾞｰ系とｲｴﾛｰ系 

⑦ 手に透明ベールを・・ 

ケロディックス(イギリス) 
 

手荒れが気になる季節になりました。 

そんな時はこのケロディックスを塗布するとバ

リアクリームをしている状態になります。 

薄いピンク色のクリームは塗ると透明に。 

水も油もはじいてくれます。 

においもありません。 

お料理の時も使用して問題なし。 

全身にも使えます。 

試供品をご用意しています 

ので、ご興味のある方は 

ご連絡下さい、お送りします。 

ケロディックスはイギリスで開発されました。 

第二次世界大戦後期、労働力として駆り立てられた人たち

は多種多様な溶剤のためひどい肌荒れに。 

そこで半官半民でのプロジェクトが立ち上がり、完成した

のがこのケロディックスです。 

現在は日本国内で一貫製造されています。 

左）100ｇ ￥1944
右）45ｇ ￥1404 

→定番のデザインのこちらか
ら今季はボルドー系が新登
場。紐はグレーよ♪ 

KAGURAZAKA￥42120 
サイズ：約 22.5～24.5㎝ 
色：ﾎﾞﾙﾄﾞｰ系、ﾌﾞﾙｰ系 

 



 

 

12月 

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      

2019年 1月 

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   

2月 

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   

 ～ひとりごと～  

来年のカレンダー、もう用意されましたか？ 
10月頃から翌年のカレンダーの販売が始まりますがいろん

な店舗のそのコーナーに立ち寄るのが好きです。 

我が家のカレンダーはここ数年、故）児玉 清さんの切り絵カ

レンダー。来年分ももう買いました。 

なので、カレンダーコーナーへ行くのは、ただただおもしろい

ものないかなという気持ちだけ。 

私が個人的にここ数年めちゃくちゃ楽しみにしているのが、ロ

シア・プーチン大統領のカレンダー。 

馬に乗る彼、散策する彼、上半身裸で体を鍛える彼、微笑む
彼・・。 

しかも一種類じゃない！ 

壁掛け用、卓上用、ポスターなど複数のパターンあり。 

一国の大統領のカレンダーが商品化され、ここ数年継続的に

販売、さらに日本で売れてる！  

最初にこのカレンダーを企画した人、すごいなぁ。 

 

本年もご来店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。     (り) 

 ＊定休日は、毎週日曜と月曜 ＊営業時間は、火～土 → 10：00～18：00、 （祝日は～17：00まで）    

 ＊年始は 1/4より営業します。（ただし、1/4日と 5日は 10:00～17:00での営業です） 

 ＊専用駐車場はございません。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。 

６． 2019年の商品動向 

 年 2 回、各ブランドの展示会へ行くのです

が、そこで来季の動向が明確に。写真がない

のですが、現時点でお知らせできることは･･･ 

 ①子どもさんに絶大な人気のサロモン 

ミドルカットタイプは２年ほどの空白を

経てこの春夏復活したのにまた来季は入

荷見合わせになりました・・残念。 

今回ご紹介していますローカットタイプ

を引き続きご紹介していきます。 

 ②ランニングシューズ ブルックス 

  各スポーツメーカーとも靴底が柔らかい

素材のものへ、そして甲を包む部分がニ

ット素材へと替わってきています。 

  ブルックスもさらに履き心地快適に大き

く転換予定。お楽しみに♪ 

 ③コンフォートシューズ Finn Comfort 

  コンフォートシューズでは黄や赤など明

るい色や花柄が登場予定です♪ 

 
＊来年春夏のご質問等はお電話くださいませ！ 


