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歯と足の健康 

１.ファーストシューズ 

２.オーダーサンダル 

３.春のおすすめ 

４.お得な上履き 

５.フットケア 

営業時間・カレンダー 

ひとりごと 

僕は２ヶ月に1度、歯医者さんでクリーニング＆チェックしています。あ“～子どもの頃に気付いておけば～(苦笑) 

歯磨きは好き？ 

日々の習慣ですね♪ 

  口の中の健康、足の健康 

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。 

 最近歯医者さんでも足について研究する
方が増えています。２足歩行の私たちの体
の顎関節は頭からぶら下がる構造、不安定
ですね。引っ越しなど重い荷物を持つ時は
足を踏ん張り、歯を噛みしめます。この二
つが安定していないと力が入りません。乳
歯が生え揃う1歳半～3歳には足の26個の骨
も生え揃います。ご両親や祖父母に顔が似
るように偏平足、外反母趾や歯並びも遺伝
します。歯と足は別のようでも身体は一つ
のユニット、すべてが連動しています。↗ 

 1. 歩き出して初めて履く靴 

 

 歩きはじめてから3歳くらいまでの子ども靴をドイ
ツではLauflenschuhe(歩くためのトレーニングシュー
ズ)と言います。日本でファーストシューズというと
１足目というニュアンスが強いですがその次も3足目
も歩く練習にはとっても重要なんですね。足の骨が生
え揃う前の未完成の足には、踵のしっかりしたハイ
カットの靴を履かせてあげてください。お父さんやお
母さんの足が偏平足気味なら、お子様の靴も足底板で
足の矯正を！歩くことが楽し
くなると、靴の良し悪しや履
き心地を小さい頃に覚えま
す。合わない時は痛いと気付
くことが大事ですね。 

 2. 夏に快適！オーダーサンダル 

                        

 春ですね。あなたのこだわりやお気に入りをオリジ
ナルで作りませんか？雰囲気や素材選びを悩むのも楽
しみの一つ♪雑誌の写真の切り抜きや、イラストでも
構いませんよ。お気軽にご相談くださいね。  
 修理やメンテナンスしながら永くご愛用いただける
ようご予算に合わせてお作りいたしますよ。 
 ☆プラウド オーダーサンダル 
      ￥28000+消費税～ 
 

お持ちの足底板を使えるよう
にしたり、足が歓ぶ快適歩行
に欠かせないサンダル用の補
正加工もできますよ。 
 ☆補正加工￥15000+消費税 

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) 
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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。 

器械体操やバレエなどを習う子どもの身体
は、床から衝撃を相当受け姿勢が崩れやす
い。鼻づまりは口呼吸に。イライラすると
歯を食いしばる。噛み合わせが悪いとそれ
もできません。身体に不調が現れるのはそ
の後時間が経ってからですが肩こり、膝・
腰痛、冷え症、低血圧など気づいたら足と
歯もチェックを！毎日の歯磨きも、足・靴
のお手入れもご家族で習慣にしましょう！ 
 近年、歯周病と全身疾患の関係も指摘さ
れていますね。特に糖尿病は歯周病を悪化
させるそうです。小さい頃に覚えた習慣も
大人になるとサボリがち(苦笑) プラウドで
は再チェック(無料)こそ重要！と考えていま
す。面倒がらずにぜひお越しください！ 
 5年後・10年後も足のお手入れ・靴のお手
入れで元気な身体を維持して下さいね♪ 
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 3．は～るがきた～♪は～るがきた～♪   

 

   季節が進んで、ほの暖かいモワァ～ンとした空気。春ですね～ 

     気分一新、足元から衣替えといきましょう！ 

      

 

      お問い合わせは → プラウド  TEL 078-811-2388 まで 

  

 ①フレアパンツやロングスカートにバッチり 

    ハイカットのキャンバス地  

   

      SPRING COURT（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺｰﾄ：  ） 

                     ー普通～ややゆったり幅ー 

 

 足元を明るい色にすると軽やかになります。今年も白色人気が続くそう。  

 今回入荷しましたのは、キャンバス地のくるぶし上丈。 

 一見よくあるデザイン・タイプですが、甲部分のタンと履き口のかかとまわりにオレン

ジとグリーンのストライプ入りの限定品♪ 

 つま先が尖って見えますが、実は足指のびのびですよ～♪ 

 各サイズ１点のみのご用意です。 

 ご希望の方は今すぐご連絡を！ 

 TEL 078-811-2388 

  ② 歩いてしまう♪ 

 一歩が出やすい靴底 

        ｼｱﾝｼｭｰｽﾞ（日本） 

       ーややゆったり幅～ゆったり幅ー 

 

 靴底にご注目あれ。 

 靴底全面が地面に触れていて(ウェッジソール)

つま先に向かってローリングしているので体重移

動がスムース、一歩が出やすい構造です。 

 この作りは、足指の付け根に負担を感じる方、外

反母趾の気になる方に特にお勧めです。 

 さらに厚めの靴底は、薄く削ったりヒールっぽ

くしたりと加工で変幻自在。 

 ゆったり幅の靴は見た目にぼってりしたデザイ

ンが多いですが、この靴は意

外にスッキリ、足指はゆった

りを実現しています。ぜひ、

試履きして体感してみて♪ 

 オフホワイトのキャンバス地。つま先はゴム貼りで強度アップ ￥14000+税  ｻｲｽﾞ：約23.0～25.0㎝ 

足裏には小花柄の滑り止め付き 

￥1000+税  ｻｲｽﾞ：22.0～24.0㎝ 

色 :  オレンジ、ピンク、グリーン （しもふり柄） 

￥30000+税 ヒール高さ：約45㎝ 

ｻｲｽﾞ :  21.5～26.0㎝ 

色：ネイビー、ベージュは柄模様↗ 

          ブラックは無柄→ 

   

③ 靴下も明るい色で軽快に！ 

 

       ラサンテ （日本） 

               

 

 靴下も明るい色のものが入荷してきました。 

 ここ数年、一番人気は一見裸足の

ように見えるフットカバータイプ

(右参照)。 

 裸足で靴を履くと臭いが抜けず、

汗でベタベタしやすいので不衛生で

すが、これなら快適です。 

 5本指のフットカバーなら脱げに

くく足に密着。歩くたびに伸びたい

指をしっかり伸ばし、足先の血流を阻害しません

ね～。 

 他にも細めの糸で作

られた薄手のかわいい

五本指靴下が順次入荷

中です♪ 
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 ４．お勧めの上履きが・・生産中止に(涙) 

    在庫につき定価から￥1000値引き！ 

 

                    （アサヒ ： 日本） 

               

 お子さんの上履き・・たかが上履きですが、幼稚園や学校で上履き

に履き替えるお子さんにとっては、結局、一日の中で一番長い時間履

いていることになります。ということはですよ・・軽視しないで外靴

同様に考えてもいいはずです、よね。 

  

 なのに現実は、片手で握りつぶせるくらいグニャグニャの靴底ペラペラ、履

き口はガバッと広くて甲にゴム１本・・と残念な上履きが多く、さらにそれら

が指定になってたりして本当に辛い。 

 そんな中で、当店では他よりずっといいとご提案してきた上履きがあるのですが、それがこちらで

す（写真参照）。 

 かかと周りの芯材がかかとのふらつきを防ぎ、靴底は硬質プレートで土踏まずやかかと部分が支

え、折り返しのマジックベルトで足がずれにくい等々。 

 もともと、上履きを作っているメーカーさんが、ほんとに良い上履きを作ろうという想いでやっと

できたのですが、残念ながら諸般の都合でこのたび廃盤になってしまいました(涙) 

 良いものは最初は理解されない･･ということなのかなぁ。でも次によりよい品ができますように。 

在庫完売サイズ → 17.5㎝、22.5㎝はメーカーさんも当店もすでに完売しました。 

メーカーさんでは他にも6サイズ(15.0、15.5、20.5、22.0、22.5、23.0、23.5)が完売していますが、現在当店

に最低１足はあります。でも、すみません、早い者勝ちです。 

定価￥6000+税 ⇒ ￥5000+税  お支払いは“現金のみ”でお願いします。 

￥4500+税 

ｻｲｽﾞ： 21.0～25.0㎝ 各1足ずつ 

色：ブルー系とブラック系の２色 

(右写真→左足は紐を黄色へｱﾚﾝｼﾞ) 

  ④ 子ども靴の 

   普通～ややゆったり幅 

   adidas (ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ：ﾄﾞｲﾂ) 

 子ども靴の普通～ややゆったり幅の

ご提案として新たにアディダスが加わ

り厳選してご用意したのがこちら。 

 ひもの取り扱いが難しい場合はマ

ジックベルトを取り付ける加工ができ

ます。(加工代 1足分￥3500+税） 

 もちろん中敷が外れますので、オー

ダー中敷を入れ替えていただくことも

可能です。 

 耐久力はsuperfitよりは劣りますが、お子さん

にも最低２足を交互で履かれるのをお勧めしてい

るので、体育や運動用の１足としてお使いいただ

けると思います。  

 superfitの新色は３月中下旬入荷予定です。 

 

  ５. 夏までに素足を美しく 

  

 ｳｵﾉﾒ・ﾀｺ・角質ケアを 

    いたしましょう♪ 

 

 フットケアを定期的にご希望くだ

さる方が増えました。靴屋なのにフットケアを実

施しているのはなぜかと申しますと、 

 

 足の皮膚の状態は靴のフィッティングだけでなく、 

  歩くことやその姿勢にまで影響が出るから です。 

 ウオノメやタコは、異物です。 

 『靴の中で小石を踏んでいるのと同じ』 

とよくお話するのですが想像いただけますよね？ 

 今、すでにあるものは取り除き、並行してでき

にくい履き物の見直しが大事です。 

 角質も強すぎると皮膚の柔軟性が低下して歩く

のに必要な動きに影響がでることもあります。 

 見た目だけでなく真から美しい“足”を一緒に

つくっていきましょう♪フットケアをなさった方

に、ただ今、当店使用フットケアクリームのサン

プル(数量限定)プレゼント中です。 

  フットケア初回￥3500～(要予約：1時間程度)  



 ＊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・営業時間外でも対応可能な日があります。お問い合わせ下さいませ。→３/24は午後1時30分より営業 

 ＊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。 

2016年   4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 

靴のお手入れしてますか？季節の変わり目です。冬用のブーツは汚れを落とし保湿のための靴クリームを

塗ってあげると革に栄養がいきわたりしっとりなめらか。ブーツキーパーでシワ伸ばしをしたら完璧です♪ 

 ～ひとりごと～ 

 先日、大阪でリオオリンピック出場をかけた女子サッカーアジア予選を一人で観戦しました。大好き

ななでしこ、しかも国際試合が近隣であるとなったらこれは行かんとあかんでしょ(笑) 19時30分過ぎ、

試合開始直後に会場着。 自由席エリアでどこへ座るか・・一人なので身動きしやすい、目指すは背面が通路の席。  

 見つけた席は、左側は６０代くらいの男性３人組が紙ｺｯﾌﾟのビールを片手に好き勝手にガヤガヤと賑やかしく。それ

に対して右隣の70代くらいの男女ペアは静かに観戦中。しばらくすると時々聞こえる右側の男性の品のよい発言が

とても心地よく、しかもわりと専門的で的確（な気がする）。そのうち言葉を交わし楽しくなっていました。 

 そして、ハーフタイム（休憩）。いざトイレへと、ひざ掛けを自席へ置き、席をまたいで通路へ（これが利点）。 

 スッキリして戻ると、私の席の周りが人だかり？！何？ 

 なんと、左隣の３人組の一人が買ったばかりのビール入り紙ｺｯﾌﾟを持ったまま通路側から自分の席へ着こうとして

躓き、私の席、さらにその前の男性のジャンパーにビールをぶちまけていたのです。一帯がビショビショ・・・。 

 「座ってたらえらいに・・」と呆然としながらつぶやく私に右の男性が「そうよ、おらんでよかったね（笑）」とやさしく。 

 サッカー観戦も映画やコンサートなどもたくさんの人と共有する場は、周りの状況によって+αが違います。 

 今回はビール犯にはガッカリですが、それを払拭する右のペアの存在でサッカー観戦は倍ほど楽しくなりました。 

 なでしこは残念ながら予選敗退しましたが、これからも応援します！そしてまたあのお二人に会えますように・・。  

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     

2016年   5月 
2016年   3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   


