
 ←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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

靴の修理・加工はご配送でも承ります。過去のデータがあれば足底板もお作り致します。ご相談くださいね。 

ルームシューズ 

１.健康がお洒落！ 

２.ｼｭｰｹｱｾﾐﾅｰ 

３.今のおすすめ 

４.再ﾁｪック 

ひとりごと 

営業時間・カレンダー 

「おかえり」と足が喜ぶ室内履き♪ 

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。 

生活スタイルの変化にともないお家時間

が増えた中で、ぜひ見直していただきたいの

が「ルームシューズ」です。日中のお仕事や

活動で足は疲れていますから、帰った時には

足裏にぴったりフィットして心地良いサン

ダルが迎えてくれると嬉しいですね。僕自身

は 15 年以上修理しながら使っています。足

に馴染んで永く使えるものが良いですね。足

の状態は変化しますから、その都度加工や修

理することが長持ちの秘訣です。    ↗ 

★腰痛や足が疲れやすいと感じる方 

★外反母趾の角度が気になる方 

★立ち仕事や運搬など足を酷使する方 

★身体の歪みや股関節痛・脚長差が有る方 

★キッチンで過ごす時間の多い方  など 

今、お履きの室内履きは足にフィットして

いますか？骨格をしっかり支えてくれてい

ますか？ 

 既成のルームシューズからフルオーダー

まで対応しています。お持込を加工するこ

とも可能です。お見積もりも致しますので、

足のチェック時にご要望をお聞かせくださ

いね。 

あなただけのオリジナル 

室内履き、作りませんか？ 

1. 「健康」がおしゃれな時代ですよ！ 
 

健康サンダルの老舗と言えば「ビルケンシュトック」。 

日本に最初に持ち込んだのは僕が修行していた名古屋

の「足と靴の科学研究所」の清水昌一所長なんです。   

所長が 1985 年頃、ビルケンや健康靴を西ドイツから日

本へ持ち込んだ事は本当に先見の目が有り、ドイツ人整形

靴マイスターの K-H ショット氏と共に日本にこの技術を広

げつつありました。僕が修行していた 1998 年頃、

「W.Germany」表示のビルケンの部材等は昔の名残として

研究所工房の片隅に無造作に置かれていました。今、残

っていればメルカリで高値が付くかも？(笑) 

ビルケンの創業は 1774年。一人の靴職人から始まり戦

時中は負傷した兵士の為に靴を作り 

整形靴技術の歴史でもある老舗。 

今、僕が作らせていただく足底板や 

修理にもビルケンの部材は欠かせ 

ません。「足から健康に！」 

その技術・哲学も次の若い世代へ 

継承していきたいですね♪ 

フットベッド？足のケガを 

癒すってどういう事・・？ 

２．靴のお手入れセミナー継続中！ 
 

日頃から靴の修理をお預かりしていますが、靴磨きをご自

身でされている方がまだ少ないと感じています。こんなに楽し

いのに・・・(笑)。セミナーをご体験いただいた方からは「思っ

たより簡単でピカピカになった♪」「楽しかった♪」と感想をい

ただき、お手入れに自信がついた方が多いです。お子様のス

ニーカーからデリケートなパンプスまで、あなたの疑問にお応

えします。1～3名までの少人数で行います。 

ご予約はお電話かメールにてご希望日時と参加人数をお

知らせください。お一人でのご参加も大歓迎ですよ！ 

参加費：大人 1名￥550-(税込) 高校生以下無料 

セミナー時間：90分 

持ち物：お手入れしたい靴 1足と革製品 1点 

(革であればカバンやお財布などなんでも OK！) 

お家に眠ったままのシューケア用品も寿命がありますよ。 

この機会にぜひ整理してみましょう♪ 

 

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 

〒658-0053 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 

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.55 

2020.11 

 

http://www.proud-s.com/


２ 

 
① 紳士物っぽい革靴 

ひもをキュッと結んで颯爽とお歩き下さい 

やや細～普通幅 

(FLYLONDON フライロンドン ： イギリス） 

 

 英国ロンドン発祥の独創的なデザインのブランドで、以前より輸入代理店さんからご紹介を受け

ていたのですが主張のハッキリしたデザインや色、柄のイメージが強かったのでスルーして、よく

見ていませんでした。 

 昨年、メンズっぽい靴（黒革で紐穴が 4 つくらい、2 ㎝までの安定したヒール）のご希望が 3～

4 件重なりました。適したものはないかと展示会へ行った際、輸入代理店の女性がイメージに近い

のをたまたま履いているのを発見！ 

その女性の靴のデザインはイメージぴったりだったのですが甲部分が編み込みメッシュ。 

ですので、それを黒の表革で作ってくれるかどうかをメーカーさんへ確認してもらってようやく

発注し、この秋冬でやっとご紹介できる運びになりました。 

 紐穴 4 つで非常にシンプルなデザイン。 

 素材は比較的しっかりした黒革素材なのでお手入れしながら履き込んでいくとよりよい塩梅に

なりそうです。 

靴底の素材はやや硬めなのでカツカツと音をさせながら歩く感じです。いかがでしょう？ 

 

② くるぶし上丈で暖かい 

普通幅(ara アラ ： ドイツ） 

 くるぶし上までの丈は寒くなりつつの頃から春先まで季節を長く使える重宝丈。 

さらに防水素材の GORE-TEX が靴の内側に使われていますので急な雨にも安心。 

 この秋冬用として特注していましたが、入荷した 9 月頃から店頭でご紹介して 

いたところ残り 3 足に。 

 サイズの合う方はぜひお試しを！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←FLY LONDON というブランド名なので 
FLY=ハエがトレードマーク。 
靴のかかと部分に型押しのハエ、靴底の前足部に
もハエマークがチラリ。 

￥34650 
ｻｲｽﾞ：約 22.5～24.5㎝  
色：ブラック 

 ３．急に深まった秋・・。 

冬はすぐそこまで来ています。冬の準備はお済みですか？ 

秋冬商品、少しずつ入荷中です。 

お問い合わせ等は TEL 078-811-2388、メール info@proud-s.com まで♪ 

 

￥28600 
黒ﾇﾊﾞｯｸ：約 22.5㎝、約 25.0㎝
キツネ色ヌバック：26.0㎝ 

mailto:info@proud-s.com


 
③ 初登場ブランド！ 

ボアダイヤル、防水素材の靴 

普通～ややゆったり幅 

(Icebug アイスバグ ： スウェーデン） 

 

現在、子ども靴から大人の靴まで人気なのが

ボアダイヤル！ 

丈夫なワイヤーや細紐を足首近くのダイヤル

で巻き上げて履く、ボタンを引っ張ると緩む。     

脱ぎ履きが簡単で甲部を包むようにフィット

します。 

このボア付靴では YONEX900C が当店では

人気で、色違いをご希望下さる方、多数。 

900C はランニングシューズの作りなので靴

底のクッションがよくてねじれに強い。 

安定感もあり立ち仕事にもウォーキングにも

快適なのですが、残念ながらあと 1 年ほどで廃

番が決定しました。 

そこで900Cの代替え品を探していて出会っ

たのがこのスウェーデンのアイスバグ Icebug

です。 

ボアダイヤルに加えて防水素材 GORE-TEX

を内側に使用。靴底は滑りにくいパターンなの

で雨・雪道はもちろん軽登山にもお使いいただ

けます。さすが北欧のメーカーですね！ 

冬にメッシュの靴は寒いという900Cファン

の方には特におすすめのモデルです。 

日本へ初上陸で当店入荷はこのボアダイヤル

の黒色 1 点のみ。 

今回入荷以外の 25.5 

㎝以上のサイズはご予約 

受付しています。 

 お気軽にお問合せ下 

さいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 靴底にシュッ、カバンにシュッ、 

ウィズコロナの今、ぜひ！ 

(Collonil bleu コロニルブルー ： ドイツ） 
 

コロナ対策、まだまだ長期化しそうですね。 

ドイツのｼｭｰｹｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・コロニル社よりコロナ

対策ケアとしてコロニルブルーが新登場。 

コロニルは元々環境に配慮したシューケアブ

ランドなので今回のコロニルブルーも同様に手

指、靴底、アルコール不可の 

革製品に使えるケア用品を開発。ドイツではすで 

ドイツで 3 月から 147 万本 

販売の人気商品です。 

３ 

ウィルスストップ ： 手指消毒ﾛｰｼｮﾝ ￥1650  
高浸透率、高保湿のﾏｶﾀﾞﾐｱﾅｯﾂｵｲﾙ配合 
 

サニタイザー ： 水洗いしにくい靴底、ノブに
￥1540 ｱﾙｺｰﾙ耐性の金属、ゴム等に 

 

ハイジーンフォーム ： 革製品に ￥1540 
 ｱﾙｺｰﾙ耐性のない素材・革製品などに 

 
⑤ 年中使ってほしい、保湿ケア 

( フスプンクト ： ドイツ） 

 

こちらもフットケアブランドとして初登場の

フスプンクト。 

普通肌、乾燥肌、リフレッシュしたい時、そ

れぞれ肌の状態等に適したものを 3 種類からご

提案いたします。 

当店でのフットケアなどを通して常に感じる

のが保湿の大切さです。 

皮膚は包装紙、ひび割れして硬化しているよ

り柔軟性があるほうがいい。 

また、タコやウオノメ 

等皮膚トラブルの除去 

期間も保湿状態によって 

雲泥の差が。保湿はぜひ 

年中通して継続を！ 

 

 

 

普通肌 エクストラミルク 150ml ￥3960 

乾燥が強い肌 クラックワンダー 150ml￥4180 

ﾘﾌﾚｯｼｭしたい アイランドモス 150ml ￥3960 

￥24200 
色 ： 黒 
サイズ：約 23.0～25.0㎝ 



  

2020年 11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      

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   

2021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       

 ～ひとりごと～  

あんなに暑かった夏が突然終わって季節は変わりましたが、

まだまだ予断を許さない状況が続いています。 

高２の娘、中止や延期になった学校行事など多々あり気の毒

でしたが、先日、部活動でやっと試合がありました。 

高校から始めたレスリング。体格的には全く問題ありません

(笑)がとにかく練習ばかりで『練習のプロ』と化した状態。 

試合が決まって最初に立ちはだかるのは、そう、減量。 

試合 2週間前、帰宅した娘が「今日の夕ご飯から白ご飯、4分

の1減らしてな」と。へっ？4～5㌔減らす必要があるのに白ご飯

をひと口ほど減らしただけでおかずもりもり食べてて減るん？疑

問の私を尻目に「だってめっちゃ練習してるから大丈夫」と。 

試合 1週間前、個別懇談後その足でレスリング場まで行って

顧問に確認。「先生、夕ご飯を 4分の 1減って本人は白ご飯だ

け一口ほど減らしてるんですけど、減量間に合いますか？」  

顧問、一瞬ポカンとした後、大爆笑。「僕が言ったのは夕食全

体のうち 4分の 1減の意味です。どおりで体重が全く減らへんと

思ってました。食べ過ぎてますやん(笑)」  はぁ～情けない。  

高2の思考回路じゃない。おかしいと思わんかったのか・・。そ

の日から本格的に食事制限をしてなんとか減量達成し無事出

場。そして 3勝しなんと優勝。でも今回の優勝者、ほんまは私で

しょ。娘よ、試合前から試合は始まっとんねん！   (り) 

４．再ﾁｪｯｸのご案内について 
 

前号・前々号でもお知らせしてきましたが、
再チェックのご案内時期は、現在こちらで調整
させていただいております。 
ご来店はなるべくお一組となるように分散

してご予約いただけるようにと思っているか
らです。 
今後も状況がどうなっていくのか予測でき

ませんが、店内ではできる限りの対応をし営業
を継続、再チェックも続けさせていただきたい
と思います。 
ご来店の際は、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ご入力
ください。 
特に車のナビはナビ自体の更新がなされな

い限り旧店舗位置を案内するそうです。 
 
『神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22』です 
 
お手数ですがどうぞよろしくお願いします。 

＊12/30～1/4まで冬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。 


