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ひとりごと 

5本指靴下履いていても、ふと気が付くと足指が縮んでませんか？靴の中でも足指をぱーっと伸ばしましょう♪ 

 選手の陰に名コーチ 

                    育て上手が鷹を生む♪ 

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。 

 これまでプラウドではたくさんの子ども
の足の成長を見てきました。ここ数年は歩
き初めのお子様でも足部(踵の骨) の傾きが
強い方には足底板をお勧めしています。             
 特に12才頃までの成長がその後に影響し
ます。成長と共にサイズが合わなくなった
靴や足底板は可能な限り修理・加工して
弟・妹さん(ご家族のみ)に使って頂いていま
すよ。しかし靴や足底板が偏った減り方や
悪い癖が付いてしまっている場合はお下が
りとして使えません。ぜひご相談下さい。↗ 

 靴の履き方・日常の習慣…つまり「環
境」によって子どもの足はどんどん改善し
ていきます。ご両親だけでなく身近な大人
がお手本です。子どもと関わる先生や良き
指導者・ご両親が一体となって環境を変え
ていきましょう。靴選びや履き心地の良し
悪し、脱ぎ履き時の習慣は、小さい頃に身
に付けると生涯忘れません。 
  
 私たちにできることは、身近なご家族や
お子さん、お孫さんなど次の世代へ「身体「身体「身体「身体
に良い習慣」に良い習慣」に良い習慣」に良い習慣」を伝え引き継ぐことですね。 
 
「鳶が鷹を生む」が当たり前になれば、
「蛙の子はカエル」なんて言葉もなくなる
かもしれませんね。あっ遺伝子操作とかそ
ういうことじゃありませんからぁ(笑) 

 1. 登山の前にはしっかり準備！ 

 

 美しい景色を見るだけでも元
気になれますね。ハイキングや
山登りには良い季節です。久し
ぶりに登山靴を出してみたら紐
が切れかけていたり、靴底がひ

び割れたりしていませんか？また、リュックサックの
修理や加工もしていますよ。僕もそうですが既成の
リュックに満足できない方(笑)、ボトルホルダーやポ
ケットを付けたり、ベルト･ファス
ナー加工、修理など、お気軽にご
相談くださいね。 お見積り致しま
す。楽しい思い出のために出かけ
る前に良い準備を♪ 

 2. 室内履き(ルームｼｭｰｽﾞ)を整える 
                        

 一生のうち建物の中で過ごす時間は、意外と多いそ
うです。家に帰ると足の骨格足の骨格足の骨格足の骨格にぴったり合った部屋履
きが迎えてくれると嬉しいですね♪疲れた身体を癒
し、姿勢を整え、姿勢を整え、姿勢を整え、姿勢を整え、次の日も元気に出かけられます。夏
と冬で２足を履き分けると長持ちしますね。足先が冷
える方は保温性の高いモノを。靴下の重ね履きは、か
えって足先を冷やす(血流を阻害)こともありますよ。
足の指がのびのび・パーッと動かせるモノがいいです
ね。足が歓ぶあったか５本指ソッ
クスや部屋履きをご用意していま
す。お持込の部屋履きへの補正加
工も出来ますよ♪ 再チェックの
時には修理や再調整も承ります。         
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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。 



２２２２    

  

 3．さぁ～靴も衣替えですよ～♪2015秋冬    
 

    季節がグッと進んでもう涼しい足元とはしばらくオサラバ ～～  

       靴も、靴下も、秋冬ものが少しずつ揃い始めました。 

           ぜひお手にとってご覧くださいませ♪ 

      お問い合わせ・ご予約は → TEL 078-811-2388 まで    

  

 ①今年はシンプルデザイン♪ 
 

        YONEX （ﾖﾈｯｸｽ：日本） 

          ー普通～ややゆったり幅ー 
 

 ここ２年ほど履き口に

ファーがモコモコッと付いた

見た目にも暖かそうなデザイ

ンだったヨネックスのアンク

ルブーツ。今年はファーなしファーなしファーなしファーなし

スッキリデザインで軽量です  

 いつものパワークッション

の靴底に慣れている方にとっては少し違う感覚に

なるかもしれませんが、特段問題なしと思いま

す。一番上の紐穴だけ赤になってかわいらしい♪  

 内側にファスナーあり、です！ 

 人気のため在庫数の変化が早く

なっています。ご希望の方はまず

はお電話を！紳士ｻｲｽﾞもあり 

LC76(LC76(LC76(LC76(婦人婦人婦人婦人)))) ￥17000+消費税 ｻｲｽﾞcm：22.5～25.0 

 色：ブラック（Nブラウン、ブラウンコンビは取寄せ） 
  

MC76(MC76(MC76(MC76(紳士紳士紳士紳士)))) ￥18000+消費税 ｻｲｽﾞcm：24.0～28.0 

 色：Nダークブラウン、ブラック(紳士は取寄せ対応) 

  

 ②ｸﾛｺﾀﾞｲﾙ風ｴﾅﾒﾙですよ～ 
 

     H.P.S （ｴｲﾁﾋﾟｰｴｽ：日本） 

      ー普通～ややゆったり幅ー  
 

 使いやすいショートブーツ、

よくある丈ですが、クロコダイ

ル風(型押し)の羊革で、さらに

光沢のあるエナメル加工のもの

は少ないのでは？ 

 羊革なのですっごくしなや

か！足馴染みがとても良いです。 

 H.P.S.社の靴底(PU)は衝撃吸収性がいいのです

が、その上に防滑性が高い作りになっているので

滑りにくく摩耗もしにくい。 

 もちろん内側にファスナーが付いていますので

脱ぎ履きに苦労なし。 

 お勧めしたいポイントばかりです♪ 

 もう間もなく入荷する予定ですので、ご予約承

り中です！ 

  

 ③シックな色のパンプス  
  

    Durea （ドゥレア：オランダ）  

       ー普通～ゆったり幅ー  

 シックな色合いのパンプスは、秋

冬には１足持っていたいですよね。 

 毎年ドゥレアのパンプスは、色合

いが良く、細部にこだわった高級感

のある風合です。履き口が少し高く

なっているのでパンプスなのに足首

のホールド感がとてもいいですよ～♪トープ以外はお取り寄せ 

  

 ④継続人気のｶｼﾞｭｱﾙｼｭｰｽﾞ 
 

   LEGERO（レジェロ：オーストリア） 

     ー普通～ややゆったり幅ー 
 

 カジュアルな革ひも靴なのです

が、内側がGORE-TEX仕様で撥水

と防水を兼ね備えていることか

ら、当店ではずーっと人気が続い

ています。革はなぜかしっとりし

た手触りに感じます。秋冬は黒色が出ました。 

No.70510No.70510No.70510No.70510 ￥32000+消費税 

 色：ブラックエナメル、ワインエナメル、 

   オリーブエナメルの３色展開 

 ｻｲｽﾞcm： 21.5～25.5 

5642564256425642 ￥37000+消費税 

 色：ﾄｰﾌﾟ (ﾌﾞﾙｰ、Dｸﾞﾚｰ、Dﾎﾞﾙﾄﾞｰ) 

 ｻｲｽﾞcm： 22.5～25.0 

587587587587 ￥28000+消費税 
 色：ブラック、ネイビー 

ｻｲｽﾞcm： 22.5～25.0 



3333    

 4. おしゃれ婦人靴のオーダー品が続々仕上がってます！ 

    ｼｱﾝｼｭｰｽﾞ（日本） 
 

 前号でオーダーパンプスをスタートしましたとお知らせしましたところ、ご注文

をいただいた方々のパンプスが順次仕上がりお納めしています。 

 採寸→２０数種類のデザインから１点絞り込み→革見本130色の中から革を選び

ご自身の１足を決定！→発注してあとは待つだけ・・・。 

 パンプスは、足入れしていただいた瞬間の履き心地が特別大事ですが、これまで

その点はおおむね良好のようです♪ 

 実際の歩く環境はアップダウンありアスファルトの硬さや土の柔らかさあり

といろいろですので、気になる点が出てきたらいつもどおり当店で微調整して

いきますよ。安心してください(笑) 

 既成品の中からお気に入りをお探しになるのもいいですが、『○○色が欲し

い！』という想いが明確ならオーダーのほうがイメージに近いものが見つかり

やすいかも？ パンプスは￥35000+消費税～  

 ショート・ミドル・ロングブーツなどもあります

よ。ぜひ！ご相談くださいね。 (納期は約40日です) 

ご予約下さい TEL 078-811-2388 

フットケアは約1時間、爪切りは約20分です 

 フットケア ￥3500(税別)～ 

 爪切り ￥500(税別)～ 

＊お足の状態によって価格が変わりますので、ケ 

 アを始める前にお値段をお伝えします。 

  ５. 季節の変わり目、月に一度は 

  フットケアでツルツル足に♪ 
      

 裸足になる機会の多い春夏が過ぎました。 

 日にさらされた足の角質は意外と分厚くなっ

ています。 

 秋冬の季節、フットクリームが浸透しやすい

環境を作るためにもフットケアをしませんか？ 

 ウオノメ・タコも取っていきましょう。 

 ご自身では切りにくい爪のケアのみもしてい

ます。お気軽にお問合せくださいね。 

 

 

↑こちらは全体がこげ茶、 

 つま先が同系色のクロコ

の型押し革になっているコ

ンビタイプ。ベルトは太目

にアレンジ。お持ちの薄型

足底板を装着♪ 

各種カタログ、お送りします！  
  

 2015秋冬商品のカタログ(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当

店へほぼ届きました。 

 ご希望の履き物、靴下などがありましたらご

相談下さいね。あなたの足の特徴に沿って適切

にカタログを選んでお送りします♪  
  プラウド TEL 078-811-2388 

   

 ⑤クラシカルで上品なひも靴 
     Schneider（シュナイダー：スイス） 

              ー 細 幅  ー限定品！ 
 

 細幅の高級婦人靴といえ

ばシュナイダー。 

 クラシカルなひも靴はス

ムース革とスウェードのコ

ンビです。メンズライクな 

きれいな靴ですよ～。 

 縫い目も相変わらずきれい。パンツスタイルだ

けでなく、タイツを合わせてロングスカートにも

いかがでしょう？ 

←こちらは少し光沢のあるヌードカラー。 

  肌に合う色とﾊﾞｯｸﾍﾞﾙﾄﾀｲﾌﾟということで以前よりお探しでしたが、なかなか見

つかりませんでした。今回、ｵｰﾀﾞｰｶﾀﾛｸﾞの中にﾃﾞｻﾞｲﾝ・色ともにご希望のモノが

あったのでご注文承りました。足裏から支える補正を加えてより快適に♪ 

 ￥51000+消費税 

 色：ブラウンコンビ 

ｻｲｽﾞ：23.0、23.5、24.5 各1足 

No.5680 ￥800＋税  

ﾌﾞﾗｳﾝ、ﾌﾞﾗｯｸ、ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ 

22～24㎝ 履き口ゆったり  

   

 ⑥靴下だって秋冬ですのよ(笑) 
 

 季節が変わって靴下も少し太めの糸遣いの品や

ウール混合のものなど、少しずつ商品が入荷して

います。靴下の衣替えも、ぜひ！ 



 ＊定休日は、毎週日曜と月曜 ＊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。お問い合わせくださいませ。 

 ＊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。    

2015201520152015年年年年   10   10   10   10月月月月    

日 月 火 水 木 金 土 

                1111    2222    3333    

4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    

18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    

25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    31313131    

【値上がりのお知らせ】原材料の高騰により以下のブランドの価格が値上がりします。詳しくは店頭にて、

お問い合わせください。   ・パトリック(PATRICK)12/1～   ・シュナイダー(Schneider)11/1～ 

 ～ひとりごと～ 
 今、集合住宅の１階に住んでいて、ﾍﾞﾗﾝ

ﾀﾞに面した部屋で寝ていると深夜、耳元で

聞こえた子猫の鳴き声に飛び起きました。

夜中の２時・・。ｶﾞﾗｽ戸は締め切っておりま

す。が、聞こえたのです。怖っ！めっちゃ

怖っ！ｶﾞﾗｽ戸のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞを上げましたらな

んと我が家のﾍﾞﾗﾝﾀﾞの隅っこに子猫が２

匹！電気を点けたらビヤ～っと逃げてい

きました。 私、猫ちゃんは苦手・・・。  

 次の夜は、もっと大胆にｶﾞﾗｽ戸すぐのと

ころにまで接近。もう家のなかにいるのと

同じ。さらにﾍﾞﾗﾝﾀﾞを隣からまた隣へ走り

続けて鳴く。寝られへん・・。2日だけでした

が、秋の夜長はゆっくり眠らせて～ (り) 

６．プラウドおしゃべり倶楽部６．プラウドおしゃべり倶楽部６．プラウドおしゃべり倶楽部６．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プラウドおしゃべり倶楽部はあなたの元気プラウドおしゃべり倶楽部はあなたの元気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。皆さんのな声をご紹介するコーナーです。皆さんのな声をご紹介するコーナーです。皆さんの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。プラウドへの励声は私どもの活力源です。プラウドへの励声は私どもの活力源です。プラウドへの励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下さい。ハましの声・ご感想をぜひお寄せ下さい。ハましの声・ご感想をぜひお寄せ下さい。ハましの声・ご感想をぜひお寄せ下さい。ハ

ガキ等随時受付中。お寄せいただいた方にガキ等随時受付中。お寄せいただいた方にガキ等随時受付中。お寄せいただいた方にガキ等随時受付中。お寄せいただいた方に

は粗品を進呈♪は粗品を進呈♪は粗品を進呈♪は粗品を進呈♪ 

↓
★
臨
時
休
業
し
ま
す  

 「楽しく走る」ことは簡単なよう

で案外難しいことなんですよ

ね。僕も自分の身体と向き合い

ながら、無理せず続けていきた

いと思います。お会いできて、

僕も元気をいただきました。 

 手作りの和紙で素敵なお手

紙をありがとうございました♪ 

日 月 火 水 木 金 土 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    

15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    

22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    

29292929 30303030                        

2015201520152015年年年年   11   11   11   11月月月月    2015201520152015年年年年   12   12   12   12月月月月    

日 月 火 水 木 金 土 

        1111    2222    3333    4444    5555    

6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    

20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

27272727 28282828    29292929    30303030    31313131            
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