子ども靴を考えると共にあなたの足にもぜひ良い靴を！これから本当の成長だもん♪あなたの足に聞いてみて(笑）

プラウド通信
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〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
営業時間10時〜18時（祝日は1７時まで）
078-811-2388
定休日 日曜・月曜 （ご予約いただければ対応可)
E-mail info@proud-s.com
足と靴のトータルチェック・再チェックは予約制です♪
http://www.proud-s.com

靴のカカトを踏まない子ども♪
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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。
当店はよく靴べらが売れて
いますよ(笑)
そして来店される子どもさんの89％はカカト
を踏まないで、ベルクロや紐をしっかり締め
ています。もしかしたら来店時だけ別の靴を
履いてるのかもしれませんねっ・・・はははっ♪

当店では、歩き始めから５才までが特に大
切と考えています。でも大人の足でも多くの
方が、足のお悩みが改善しているんですよ。
靴の選び方のポイントや足の2階建て構造、
足のお手入れ、爪の切り方などお話をさせて
いただくと皆さん「もっと早く知りたかった」
んですって。足が出来ると膝の向きや姿勢、歩
き方が変わりますよね。お気付きですか？
あとは、どこで靴を買ってもいいんです♪
自分の足がどんな足か気付いた方は、向上心
や目標がハッキリしてます。目が違う！(笑)

７.ｸﾘｰﾆﾝグ

電車や街中では足元を見ると、中学、高校
生でも靴のかかとを踏み潰している子どもを
たまに見かけますが違いはなんでしょうか？

ひとりごと

ドイツ出身の建築家ミース・
ファン・デル・ローエの言葉は
「神は細部に宿る」 だぜぃ♪

たぶん周りの大人(良いコーチ)の影響かもし
れませんね。小さい頃から「勉強しろ！」「こ
れはダメ！」「飛び出したら危ない！」と口や
かましく言われ続けている子と、「上手ね♪」
とか「これはどう？」とか助言や褒められて
育つ子では靴の減り方や扱いが違います。そ
れに子どもは身近な大人をよく見ています。

1.手軽にオーダーサンダル！
カラーオーダーやフルオーダーサンダルを
一度、作ってみませんか？
＊気に入ったデザインの在庫が・・・なかった
＊欲しかったけどサイズが・・・ 無かった
＊お気に入りが・・・ 製造中止に！
などなど、経験ありませんか？

オーダーサンダルは写真やサンプルを見ながら一緒に
考え想像し、あなたの目的に合わせてお作りします。
デザインや色見本の中から、また、「こんな感じの出来ま
せんか？」でも構いません。
夏に向けて足も靴も今から準備しませんか？(納期１ヶ月)

プラウド

オーダーサンダル ￥23，000〜45，000-

★出来上がったモノはその後の修理(有料)や調整(無料)、お手入れも大切です。

うちの自慢はご来店いただくお客様なん
ですよ。それが誇りです！
あなたが楽しんでいれば、それを見ている
子どもさんも気付くでしょ。
靴べらを使って踵でトントン、しっかり紐を結
ぶってホント、足に心地いいって♪
新しい靴、新しい環境、新学期にはもう慣れ
ましたか？プラウドはあなたの新生活・活躍を
足元から応援していますよ♪

2.子どものサンダルもオーダー可能！
子どもだって足に心地いいサンダルが履きたい！

子どものサンダルはとっても重要！
足にトラブルのある子どもさんは特に
見直してくださいね。夏休みのたった
40日で、それまで改善しかけていた足
踵骨外反の強い子どもの足
が元の偏平足になってしまった・・・
なんてこともよくある話です。
プラウドではアーチサポートのしっかりある既製品や
子ども用のオーダーサンダルをご提案します。足のサ
イズが大きくなってもフットベッド(FB)を修理・交換すれ
ば使用可能。ご兄弟のお下がりも修理すれば快適♪
（補正代は別途）
＊カカト修理・靴底全面張替え￥1，575〜3，150＊ミシン・パテ補修￥525〜
＊サイズアップ(FB載せ換え)￥3，675＊子ども用オーダーサンダル￥8，925-

長くご愛用いただけるようアドバイスさせていただきます。ご相談くださいね♪

１

３．春夏商品はお早めに！！
① 暑い時に大活躍のメッシュシューズなら、これ！
この春夏のヨネックスも新しいデザインや定番商品の新
色など出ていますが、やっぱりオススメはこのメッシュ。
このところ夏は暑すぎます。
その暑さを乗り切るのに大活
躍なのがこのメッシュタイプ。
メッシュが改良されてこれまで
以上に通気・防水性がアップ！
暑さ本番前のこの時期にぜひ
ご用意下さい。
（ほんとに暑くなってきたら手
に入らないですよ〜）

↑こちらも人気の編上げサンダル
ﾌｧｽﾅｰ付き SDL5 ￥12600
ﾊﾟｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭ、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ﾌﾞﾗｯｸﾞの３色
約22.0〜24.5㎝

昨年の春夏からプラウドで展開し、大好評の

Think!(シンク：ｵｰｽﾄﾘｱ)。
一見シンプルなデザインなんですが、細部にひと
工夫があり他にない高級感と雰囲気が人気の秘密♪
今季のオススメはこちらです。
もともと大量生産をしていないブランドなので、
日本入荷数もわずかです。
「私のサイズ、ある？」とまずはご連絡下さいね♪

プラウド

只今、ヨネックスでは、

春の旅ウォークフェアーを開催中
抽選でマカオウォーキングツアー
かインナースリッパが当たります！
〜5/31(木)までの期間中、ヨネッ
クス商品をお
買い上げにな
りますとフェ
アー専用の応
募ハガキを差
し上げてます
♪

③ ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞなら、これ！
暖かくなってきてｳｫｰｷﾝｸﾞやﾗﾝﾆﾝｸﾞを始めよう、
再開しようと思ってらっしゃる方にオススメなの
が、BROOKS（ﾌﾞﾙｯｸｽ : ｱﾒﾘｶ）
細幅でかかと周りがグッと絞られていてとても
気持ちいい。
ビギナー、トレイル、レース用や足のタイプに
合わせた土踏まずサポートなど選択できますよ♪
←細幅〜普通幅
￥15750〜
女性22.0〜26.0㎝
男性25.0〜29.0㎝

TEL ０７８−８１１−２３８８

←THL88514
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
普通〜ゆったり幅
￥28350
約22.5〜24.5㎝
↑ヒールは約３㎝。足首のベルトだけでなく
つま先側のベルトもマジックベルトで調整
可能。ベルトのシルバーの花飾りがシック。
２

インナースリッパは1000名様に！

↑LC48 ￥12600
ﾊﾟｰﾙﾛｰｽﾞ、ﾍﾞｰｼﾞｭ、
ﾌﾞﾗｯｸ、ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞの４
色 約22.0〜24.5㎝

② ローヒールサンダルなら、これ！

ヨネックス
マカオウォーキングツアーが
抽選で３０名様に当たる！

夏物が欲しい方はお早めに！
春夏商品のメーカーさんの在庫は５月いっぱい
がピーク。それ以降は一気に減っていきます。
「今年の夏は、サンダルが欲しい」と思ってい
るあなた！
暑さが本番になる前のこの時期にお早めにご連
絡下さい。

プラウド

TEL ０７８−８１１−２３８８

４．

スイスの子ども靴 swissies(ｽｳｨｯｼｰｽﾞ)、
新規取り扱いスタート！

この春夏からご縁がありまして取り扱いを始めました。
この子ども靴はそんじょそこらの靴ではありません。
特徴は靴底。柔らかい地面を再現しています。
足を適切に鍛え、負担のかからない状態を作るのは柔らかい芝生や砂
浜を歩くこと。
でも、現代では舗装された固い道路が主な地面環境です。

してもらいましたが
｢履
す

そこで、靴底で柔らかい地面を再現しましょうというのがswissies
約16.0〜約21.0㎝で展開
の発想です。
￥8925〜
うん？このような話、どこかで聞いたことありませんか？
ｶﾗｰは半期ごとに変わり
そう、プラウドでご紹介してきましたＭＢＴ。
実は、ＭＢＴ創業当時の一人が子どもに特化した商品開発をし、でき ます。
あがったのがこのswissiesなのです。
日本でまだ知る人が少ない希品。まずは、気軽にご試着下さいね♪
＊ＭＢＴはﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを目的としているので前後ろ、左右に
不安定ですが、このswissiesは、柔らかい地面を体現す
るのが目的なので不安定を強調した作りにはなっていま
せん。子どもの成長を考えた靴の構造です、ご安心を！

スーパーフィット

SuperFitもさらに充実！
昨年よりご紹介してきました子ども靴のスー
パーフィット(オーストリア)も徐々に商品が充実
してきました。

メッシュで通気性がありますがそれ以外の
部分に本革を使う、
内側にゴアテックス
を使うなど贅沢な作
りのものもありま
す。
耐久力も抜群です!

５．ヨネックスの紳士靴！
この春、ヨネックスからビジ
ネスに使っていただけるような
紳士靴が新登場！

靴底にはヨネックスが得意
なクッション性を充分に保ち
ながらビジネスに通用するよ
うな高級感です。
５月中旬より再入荷予定
ご希望のある方はご予約の
お電話を！

約13.5〜約22.0㎝で展開
￥11550〜
カラーは半期ごとに変わり
ます。

←メダリオン加工のあるMB-02
24.0〜28.0㎝で展開
￥22050〜 ﾌﾞﾗｯｸとﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
普通〜少しゆったり幅
＊飾りのないｼﾝﾌﾟﾙなﾀｲﾌﾟMB-01
は、内側にﾌｧｽﾅｰあり。

子ども靴について
プラウドでは今後、子ども靴は、swissies(ｽｳｨｯｼｰｽﾞ)とSuperFit(ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ)、この
二つのブランドを中心にご提案していきます。それぞれの展開サイズは、

swissies(ｽｳｨｯｼｰｽﾞ)は、 約16㎝〜約21.0cm、
SuperFit(ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ)は、約13.5cm〜約22.0cmです。
それ以上のサイズは、ｽﾎﾟｰﾂｼｭｰｽﾞﾒｰｶｰの紐靴をご紹介しています。
3

衣替えの季節、靴箱に眠ったままの靴はありませんか？革伸ばしや少し加工すれば快適に履けるかも♪
配送での修理・加工等も随時受付ております(納期:約１週間) 持ち込みOK!お気軽にご相談を！

営業時間変更のお知らせと
5月〜7月までの予定表
定休日は、毎週日曜と月曜です。
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
がございます。お問い合わせを下さい。
＊急遽、休業や営業時間短縮をする場合
があります。ご確認願います。
＊専用駐車場はございません。
近隣のコインパーキングについては、当
店へお問い合わせいただくかホーム
ページでご確認下さいませ。
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６．定番のデザインに花柄はいかが？
ドイツara社より３本ベルトのドイツで
は定番中の定番であるデザインに花柄をあ
しらったﾀｲﾌﾟが出ました。
夏は足元がちょっと派手くらいがちょう
どいいので、ぜひオススメしたいデザイン
です。
残り、わずかです。まずはご連絡を！

プラウド
TEL ０７８−８１１−２３８８
ara 社製 ￥9345
３本ベルトはそれぞれベルト穴で調節でき
ます。

７．秋冬の靴を片付ける前には
お手入れを！
今年の冬は寒かったし長かったですよね〜。
永遠に春は来ないのではと思うくらい（笑） 。
そんな寒さの中できっと皆さんの足を暖かく包んだのがブーツ
やハイカットの靴ではなかったでしょうか。
暖かくなるとそれらの靴は、今度の秋冬までお休みですよね。
お休みは、お手入れをしてから！が、長持ちの秘訣です。
全体のクリーニングや靴底のかかと部分のお修理など、片付け
る前にぜひお持ち下さい。
クリーニング ￥1575〜
かかと部分の修理 ￥3150
その他の修理等もご相談くださいね。

プラウド

TEL 078-811-2388

〜ひとりごと〜
緑がまぶしい季節になってきました。
天気のいい日は家にいるのがもったいなくて、自転車でいつも
よりちょっとだけ遠出しています。
最近、見かけるのが、全身サイクリングウェアーに身を包み前か
がみで乗る自転車、ロードバイクで走る『サイクリングマン』（勝手
にそう呼んでいます）。
先日、天気のいい休日の午前、自転車に乗って国道沿いを走っ
ていて信号待ちで止まっていると、私の横にサイクリングマンが来
て止まりました。
と、すぐその後に、別のサイクリングマンがもう一人。
二人連れなのかと思ったらどうやら違う。
前のサイクリングマンが「どちらまで？」すると、後のサイクリン
グマンが「今日は明石くらいまで走ろうかと思ってます」
えっ！東灘から明石(30kmくらい）って、いくら天気がよくても
ちょっと遠出しすぎちゃうの?!と驚いたひと時でした(笑）。 （り）

