靴や室内履き、サンダルの修理・加工・調整は「配送」でも大歓迎です。お急ぎの方はご連絡下さいね♪
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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♪

神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22-1F

営業時間：10 時～18 時(祝日 17 時まで) 定休日：日曜・月曜

データを採り続けています。

「この靴を補正加工してほしい！」とお持

お元気ですか? プラウド店長
データを採り続ける

１.防水スプレー
２.シューケアセミナー
３.夏、夏いろいろ

込みいただく靴の中には新品なのに靴が捻

しいのです。いつもプラウド通

じれて安定していないモノがあります。

信をお読みいただきありがとう

靴を買う時は慎重にお願いします！(笑)

ございます。新緑の季節です。

修理の際はこうした靴の捻じれや偏った

４.再ﾁｪック

僕はほぼ週末、長距離を走っています。三木 靴底の減り方を見てるんです。

ひとりごと

や三田へのﾗﾝｺｰｽを開拓中(笑)

走る事で

元気で活動的な方には少し重くても減り

営業時間・カレンダー

靴のフィット感や新素材の実験をするのが

にくい耐摩耗底材。腰痛や足の痛みが有る

楽しみです。時には靴擦れしたり(泣)

でも 方は軽く柔らかい底材を使っています。

快適にフィットした時は身体が軽いです。

足のお悩みが無くなれば靴の減り方も変

調子が悪いと足を引きずって靴底が早く減

ってきますよ。外反母趾を予防できている

る。修理でお預かりする靴も購入時期や前回 方は再チェックの度にフットプリントを採
の修理履歴、減り方の変化などを見ていま
いつもの履きなれた靴
変な傾き方してませんか

るのが楽しみです。過去の記録はあなたと

す。しっかり歩いて靴底が減っている方はそ 共有の財産です。その都度見直し、快適な
れだけよく活動している証拠ですね♪
↗ 履き心地を探求していきたいですね。

1. 最近の防水スプレー事情
雨の季節、玄関の整理をしていると古い防水スプレーが
いくつも出てきて(笑)。まだ使えるかな・・・！？
国内外を問わず様々なメーカーが研究し優秀な防水ス
プレーが各社から出ています。(当店はドイツコロニル社のみ)
①即効性・・・防水膜を作るために一晩乾かすというのが一
般的でしたがスプレーして数分で防水効果が出る。
②持続効果・・・１日の雨降りで防水した表面の膜が破れ
てしまうものもありましたが、最近は粒子が細かく浸透し
素材を守ってくれ梅雨時期でも１カ月以上の持続効果。
③通気性・・・防水膜を張っても湿気を外へ逃がしてくれる
のは水より粒子が細かく空気が通るゴアテックスと同じ。
④虫が嫌がる効果・・・アウトドア好きな方ならご存知と思い
ますが防水機能にプラスされています。
⑤除菌や消臭効果、フレグランス(香り付き) ・・・など
用途に合った防水スプレーを探すのも楽しいですね。
新品の靴にスプレーするとシミや汚れを防げますよ。雨で
ぬれた靴は菌の繁殖も気になります。帰ってきたらインソー
ルを抜いて新聞紙で形を整え陰干しを♪
←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

２．スニーカーのお手入れセミナー
予約制で個別開催します！
シューケア用品のコロニル社(ﾄﾞｲﾂ)よりスニーカーを長持ち
させるテクニックをご紹介！スニーカーはメッシュと革の異素
材コンビが多いですがケアに悩むことありませんか？
そんな悩みにお応えして、つま先・踵のスウェードの汚れ、
靴底や側面の汚れ落としとコーティングなど、誰でも簡単にで
きる方法をご紹介いたします。子ども靴 Superfit もお手入れ
できれいになりますよ！もちろん革靴・革製品のケアもおさら
いします。お子さんやお友達と一緒に体験しませんか？
ご希望の日時で個別セミナーを随時開催いたします。
いますぐ TEL、メールでご予約を！
開催期間：7 月 15 日～9 月 30 日までの営業時間内
参加人数：1 名か 2 名まで（マスクの着用をお願い致します）
持ち物：スニーカー1 足、革製品 1 点
参加費：￥550-(高校生以下無料です)
体験型のワークショップ 90 分です。ご興味ある方はぜひ！

３．夏！夏！暑い夏！
今年は季節が一気に進みました。
今、ご紹介できるもの、お知らせを一気に！
ご希望は TEL 078-811-2388、メール info@proud-s.com まで♪

①

スポーツサンダル系は
今年も注目度大！

② お出かけサンダルはこちら！
光沢のあるカラーが足元でキラリ

普通～ややゆったり幅

やや細～普通幅

(Waldlaufer ﾊﾞﾞﾙﾃﾞｨﾛｰﾌｧｰ ： ドイツ）

(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ）

スポーツサンダルは歩きやすさはもちろんの
こと、スポーツウェアではなくカジュアルな装
いにも合わせやすいことから継続した人気。
こちらのサンダルはドイツのコンフォートシ
ューズメーカーのスポーツサンダルで、抜群の
履きやすさと定番色に飽きのこないデザインで

こちらのメーカーのサンダルは毎年お勧めし
ていますが、今年はこちらです。
①3 本のベルトはすべてマジックベルト面が
付いているので足の具合に合わせて微調整でき
る、②デザインでつま先側と足首側とがつなが
っていてねじれに強め。

今季の超おすすめ品です。
→２本のベルトはマジックテー
プなので微調整が簡単。
靴底のクッションは柔らか目
なので中敷きはコルクタイプ
の硬めのほうがおすすめ。
ご相談ください。

￥19800
ｻｲｽﾞ：約 22.5～24.5 ㎝
色：ﾇﾊﾞｯｸ素材でﾈｲﾋﾞｰ、
ダークグレー

③

この 2 点が他より特にいいところです。
→靴底ですがヒールパンプス
のように見えるカッティング
がされています。（写真では
わかりにくいのですが）
ｺﾝﾌｫｰﾄｼｭｰｽﾞﾒｰｶｰもおしゃ
れ感を軽視していません

￥30800
ｻｲｽﾞ：約 22.0～25.0 ㎝
色：ｻﾝﾄﾞﾌﾗﾜｰ(写真)、
ﾌﾞﾙｰｽﾄｰﾑ、ﾈﾛﾌﾗﾜｰ

指先は覆われているけど、パンチメッシュで涼しい

普通幅
(H.P.S. エイチピーエス ： 日本）
つま先が開いていると涼しさを感じます。
でも剥き出しは嫌・・。
そんなご希望にお応えするのがこちらです。
大き目のパンチングメッシュで風通しバッチリの
ワンストラップシューズ。
紐靴のパンチメッシュタイプもお勧めします。
← ワンストラップタイプ
￥27500
ｻｲｽﾞ：約 21.5～25.5 ㎝
色：ブラック、ﾀﾞｰｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ、サンド、オフホワイト
２

ひも靴タイプ
￥27500
ｻｲｽﾞ：約 21.5～25.5 ㎝
色：ブラック、ブラウン、
ピンクベージュ、
オフホワイト

↑

④

子ども靴

お値下げ新価格のご案内

やや細～普通幅
(SuperFit スーパーフィット ： オーストリア）
当店でマジックベルトの子ども靴といえばスーパーフィット。
一目見た時から機能性と靴底から耐久力の高さが想像でき、子どもの
足の成長に絶対いいと『自分の子どもにも履かせたい！』と初めて思
えた子ども靴です。
約 12 年間、ご紹介してきましたが輸入品なので価格が高め。しかしこの春夏より、
￥14080→￥12980(税込)へと￥1100 お安くご提供できることになりました！
現在、当店在庫のスーパーフィットはすべて新価格でご提供しています。
さらに今回、足数は少ないのですが旧デザインやこのサイズ 1 点のみといった一部のスーパー
フィットを 20～30％OFF にてご提供いたします。(セール品のご精算は現金のみです)
当店では約 14.5 ㎝～約 24.5 ㎝までのサイズをご用意していて、細幅の大人の方にもお勧め
してきました。
ヨーロッパらしい配色が特徴なので大人の方でもお気に召したら 1 点モノ感覚でどうぞ。
再チェックを兼ねてのご予約来店も大歓迎です。
＊在庫品の 23.0 ㎝以降のサイズは足数が少なめです。気になる方は事前に在庫確認を！
＊この秋以降、当店のスーパーフィットの在庫は 22.5 ㎝相当までといたします。
23.0 ㎝以降になると紐靴のご希望が多くなるのでアシックス等を中心としたスポーツシューズのご案
内に切り替えていきます。事前にご連絡いただければスーパーフィットのご用意はこれまでどおり可
能です。

⑤

ストレッチ素材で甲や足指の動きは自由！
気持ちのいい履き心地です

普通～ややゆったり幅
(Finn Comfort ﾌｨﾝｺﾝﾌｫｰﾄ ： ドイツ）
甲を包む素材が足や足指の
動きに対して伸縮するので圧
迫感がありません。
このシルバーグレーの特注
色。白やベージュ、ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ等
のお洋服と特に相性が良いと
思います。
Z 型ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟで脱ぎ履きカンタン
これまでストレッチ素材は黒系か茶系しかなか
ったのでこのきれいな色は貴重です
￥40700
サイズ：約 22.5 ㎝と約 23.5 ㎝ 各 1 足のみ
（店頭でご紹介していましたので後 2 足のみになりました）

⑥

冷感素材のサマーマスクはいかが？
(FOOTMARK ﾌｯﾄﾏｰｸ ： 日本）

靴屋でマスクをご紹介することになろうと
は夢にも思っていませんでした。
が、今やマスクは必需品。
暑い時は、冷感素材のこ
ちらをどうぞ。
通気性がよいので呼吸が
しやすいです。
もちろん洗えます。
紫外線遮蔽率 98％
サイズは M と L 白のみ
￥770
＊飛沫拡散抑制に効果はあります
が、ウイルスからの感染を防止
するものではありません。

３

４．再ﾁｪｯｸの再開について

～ひとりごと～

これまで、再チェックの時期はお一人おひと
りの状態に合わせてこちらで調整させていた
だき、ハガキまたはメールで随時ご案内をして
まいりました。
が、2 月より当店の移転のための臨時休業と
コロナウィルス感染拡大防止の一環としての
自粛等に伴い再チェックのご案内を意図的に
ストップしました。
今後もこの状況がどうなっていくのか予断
を許しませんが、店内ではできる限りの対応を
し営業を再開させていただきました。
ご予約に関しましてはお客様が重ならない
ようにと配慮させていただいていますが、
皆様にはいつもどおりご予約の上、
・マスク着用にてのご来店
・店内でまずは手指消毒(手洗い)励行
のご協力をお願いします。
新店舗を地図検索アプリやナビ検索される
際は『プラウド』ではなく下記の住所を入力し
てください。検索アプリは秋以降住所変更が反
映されるそうで店舗名だと旧店舗を表示して
しまいます。
『神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22』です！

さあ、春だ！ 衣替えして出かけよう！
と、思っていたのに、まさかこんな日常に激変しようとは 53 号
を発行した時は夢にも思っていませんでした。
皆様、お変わりございませんでしょうか？
この 54 号が皆様のお手元に届く頃には明るい兆しが少しでも
みえていることを祈りつつ、これを書いています。
阪神・淡路大震災を経験した者としては最初、電気も水もガ
スもある、店も開いていると不謹慎にも楽観的でした。
が、見えないものに対して向き合うことの恐ろしさ、防御した
いのにそれに必要なものだけが手に入りにくいことの不安、そし
て、初めてのこととはいえ高い視点からの的外れな政策・・。
終わりが見えない毎日に気持ちが落ち込みます。
そんな中で、意識的に散歩に出るようになりました。
近所でも足を向けたことのなかった道をひたすら一人で歩い
ています。
そうすると、ここにこんな建物が！とか、ここを通るとあそこと
つながっている！と数々の発見があり、今の唯一の楽しみにな
っています。
早くいつもの毎日が戻りますように。
できることを少しずつ積み重ねていきます。
(り)
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＊8/16～19 は夏休みをいただきます。
＊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。

