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 〒658-0053 神戸市東灘区住吉宮町3-14-10-1Ｆ 

  営業時間10時～18時（祝日は1７時まで） 

  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   

     http://www.proud-s.com 
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足と靴のトータルチェック・再チェックは予約制です♪ 

プラウドのオーダー中敷はあなたの財産、何度も修理や調整をして永くご愛用いただけますよ。ご相談を♪ 

やればできるもん！ 

    「面倒」を楽しみに！  

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。 

 面倒なことってありますよね。母親から
の電話(苦笑)、 うたた寝した娘をベッドへ
運ぶ(><)、 英語の宿題、英語で面倒臭い
は･･･もうそれすらめんどう(笑) 
 ご来店のお客様の中には紐靴についてい
るファスナーですら上げ下げが面倒という
方もおられます^^; 日本では「ファスナー
やベルクロの靴が売れる」とメーカーさん
に言われますが、フィットして気持ちいい
のは、足に良いのは紐足に良いのは紐足に良いのは紐足に良いのは紐((((ひもひもひもひも))))靴です！靴です！靴です！靴です！    
 お子様もしっかり紐が結べるようになっ
たら、紐靴に替えていきましょう♪  

「脳を鍛える」関連の本を読んでいると実
はこの面倒なことこそ脳が活動しているそ
うですね。充分な睡眠は脳を整理、目標や
締切期限があると脳の活動はより活発にな
ります。 
 家で靴を脱ぐときは紐を解きますか？ス
ポッと脱いでいませんか？(笑)靴の修理をし
ているとよくわかりますよ！しかし、股関
節の痛みや脚長差のある方は脱ぎ履きし易
い加工ができます。体をねじるのはよくあ
りませんから体に合った加工を！ 
 便利になり過ぎた現代、少しは不便なこ
とを楽しむのも良いのでは？超少子高齢
化・認知症は年々増加なんて聞くと靴の紐
くらい自分でしっかり締めましょう。できできできでき
ることは自分でね。ることは自分でね。ることは自分でね。ることは自分でね。工夫が必要ならご相談
を♪解決策を一緒に考えていきましょう。 

 1. like father like son 
  

 おたまじゃくしの時には全く別の生
物のような気がしても、やがて手・足が生えてくると
やっぱりうちの子！(笑)良いところは似て欲しいので
すが、悪いところばかり似てくるもんですね(笑) 
 顔や体型・歯並びと同じ、子どもの足子どもの足子どもの足子どもの足は両祖父母か
らご両親へと脈々と受け継がれています。 
 しかし、子どもの足は未完成！成長と共に変化して
行きますから靴選びは大切。「うちの子はこうだか
ら」と決めつけないで！靴や中敷で骨格を支えれば、靴や中敷で骨格を支えれば、靴や中敷で骨格を支えれば、靴や中敷で骨格を支えれば、
ご両親が偏平足でも子どもの足のアーチはきちんと形子どもの足のアーチはきちんと形子どもの足のアーチはきちんと形子どもの足のアーチはきちんと形
成されます。成されます。成されます。成されます。大人になると改善に時間が掛かるのは成
長期を過ぎ、体の仕組みが出来上がる為。子育てには
体力が要る。お父さんお母さんもぜひ靴の見直しを！ 

「私の足は幅が広い」という方の多くは幅広の靴に

慣れ足の横幅が広がり、横アーチの崩れている方が多
いのです。E…5Eなど幅の広い靴ば
かり買ってませんか？あなたの本来
の足幅を知って靴を選ぶと足幅も
違ってきますよ。子どもの靴選び子どもの靴選び子どもの靴選び子どもの靴選びは
お父さんお母さんの足がお手本で
す。成長期には歯の矯正と同じよう
に足の骨格を正すこと足の骨格を正すこと足の骨格を正すこと足の骨格を正すことが大切です。
姿勢や歩き方・走り方が変わってくるのは
当たり前。歩き出した子どもの足は骨がまだ生え揃っ
ていませんから踵のしっかりした靴を選んであげてく
ださい。新学期、新しい環境を前に足と靴の見直しを
ね。フィットした靴なら走り出したくなりますね♪ 

横アーチの低下 



２２２２    

お 知 ら せ   
～消費税率改定について～ 

     

   皆様ご存知のとおり、2014年4月1日より消費税率が５％→８％へ 

  改定されます。 

  それに伴い、当店でご提供しております靴等商品、足底板等加工品、 

  シューケア用品やフットケアの代金について増税分を改定させていただきます。   

  ３月末は、当店だけでなく世の中混み合います。ご希望の品などがございましたらお早めに 

  お問い合わせくださいますよう、お願いします。 

お問い合わせ、ご注文は プラウド TEL 078-811-2388 まで 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

＊お修理品の中で、一部メーカーへ送って修理しているものがあります。お修理は１～２か月かか＊お修理品の中で、一部メーカーへ送って修理しているものがあります。お修理は１～２か月かか＊お修理品の中で、一部メーカーへ送って修理しているものがあります。お修理は１～２か月かか＊お修理品の中で、一部メーカーへ送って修理しているものがあります。お修理は１～２か月かか    

    ることがほとんどです。メーカーから出荷された日がご請求額の基点となりますので、ることがほとんどです。メーカーから出荷された日がご請求額の基点となりますので、ることがほとんどです。メーカーから出荷された日がご請求額の基点となりますので、ることがほとんどです。メーカーから出荷された日がご請求額の基点となりますので、    

今からのお引き受け分は消費税率８％でのお引き渡しとなります。今からのお引き受け分は消費税率８％でのお引き渡しとなります。今からのお引き受け分は消費税率８％でのお引き渡しとなります。今からのお引き受け分は消費税率８％でのお引き渡しとなります。 

    

＊当店在庫でご購入、巻爪・角質ケアなどの代金は、４月１日以降、本体価格＋消費税率８％で＊当店在庫でご購入、巻爪・角質ケアなどの代金は、４月１日以降、本体価格＋消費税率８％で＊当店在庫でご購入、巻爪・角質ケアなどの代金は、４月１日以降、本体価格＋消費税率８％で＊当店在庫でご購入、巻爪・角質ケアなどの代金は、４月１日以降、本体価格＋消費税率８％で            

    のご請求となります。のご請求となります。のご請求となります。のご請求となります。    

 メーカーからの取寄せ品 
 

＊メーカーさんの出荷日により消費税 

 率が変わります。 

当店でのお修理、足底板・補正な

どの作製 
＊ご注文日・お持込日によって消費税  

 率が変わります 

 

消費税率 

５％ 

    

メーカーさんより、メーカーさんより、メーカーさんより、メーカーさんより、    

３月３１日までに出荷された品３月３１日までに出荷された品３月３１日までに出荷された品３月３１日までに出荷された品    

 

お取り寄せの場合、３月２８日(金)までに

当店へご注文いただき、メーカーさんに

在庫があった場合が対象です。 

 

 

当店へ、 

３月２９日(土)までにご注文、お修理の

お持込みがあった品       

            

日曜・月曜が当店の定休日のため、  

３月２９日(土)までとなります。 
   

 

消費税率 

８％ 

    

メーカーさんより、メーカーさんより、メーカーさんより、メーカーさんより、    

４月１日以降に出荷されたすべての品４月１日以降に出荷されたすべての品４月１日以降に出荷されたすべての品４月１日以降に出荷されたすべての品    

 

 

当店へ４月１日当店へ４月１日当店へ４月１日当店へ４月１日((((火火火火))))以降のご注文、お持以降のご注文、お持以降のご注文、お持以降のご注文、お持

込の品込の品込の品込の品    

    

    

 2．子ども靴も春夏へ！    

      superfit (ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ：ｵｰｽﾄﾘｱ）   Swissies (スィッシーズ：スイス） 
  

  子ども靴が一足早く春夏物が順次入荷してきました。春夏物は色が明るいですね～。 

  
 

 

 
Superfit  

￥12800+消費税 

ｻｲｽﾞ→約13.0～24.5㎝ 

Swissies  

￥8300+消費税 

ｻｲｽﾞ→約16.5～22.5㎝ 



3333    

 4 4 4 4．．．．細足さんに嬉しい 

     細身のスニーカー    
    PATRICK (ﾊﾟﾄﾘｯｸ：ﾌﾗﾝｽ) 
    ーーーー    細幅細幅細幅細幅    ～～～～    やや普通幅ーやや普通幅ーやや普通幅ーやや普通幅ー 
 

 細幅のスニーカー(大人用)をやっとご紹介でき

ることになりました～♪ 

 パトリックは、西フランスで1892に生まれ、日

本では1978年より展開されていますので、非常に

歴史のあるブランドです。 

 元々ファッション性が高いブランドなので、素

材はメッシュだけでなくレザー(革)使いも多々あ

り、カラーも豊富です。サイズは22.0～28.0㎝ 

 お持ちの足底板があれば履き心地は抜群！修理

も可能です。 

 店頭ではまず多数のデザインの中から厳選した

商品をご紹介していきますが、メーカーさんに在

庫があればお取り寄せ対応も可能です。 

 ご興味のある方、まずはご一報ください。 
 お問い合わせは、 

 プラウド TEL 078-811-2388まで    

3．復活！H.P.S. (ｴｲﾁ.ﾋﾟｰ.ｴｽ） 

    ー 普通幅 ～ ややゆったり幅ー 
    

 プラウドオープン当初から約３年、店頭でご紹

介していましたH.P.S.社(日本)の靴。 

 残念ながら諸般の都合で、当店でのお取扱いが

できなくなっていました。 

 しかし、今年１月よりお取扱いが再開できるよ

うになりました。H.P.S.ファンの皆様、長らくお

待たせ致しました！(涙) 

 特徴としては、とても良質の革を使ったカジュ

アルシューズです。 

 デザインも紐靴だけでなく、カラフルなサンダ

ル、スカートにも合わせてやすいＴストラップ

(写真下)もあります。 

 実は、このＴストラップＴストラップＴストラップＴストラップ脱ぎ履きし易いのに不

思議と足首でしっかり留まります。 

 

 踵や靴底全体の修理も可能です。お持ちの足底

板が使えます。革が足に馴染むと、出番の多くな

る１足になりそうですね♪ 

 皆さんもどうぞお試しください。 

 

 
   

SANGER ｻﾝｶﾞｰ 

￥17800+消費税 

ｻｲｽﾞ→22.0cm～ 

色→ﾌﾞﾗｳﾝ、白、黒 

MARATHON ﾏﾗｿﾝ 

￥12000+消費税 

ｻｲｽﾞ→22.0cm～ 

色→ｸﾞﾚｰ(写真)他７色 

KINGCRAFT ｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾄ 

￥17000+消費税 

ｻｲｽﾞ→22.0cm～ 

色→ｸﾞﾘｰﾝ、白、赤 

40710  

￥24500+消費税 

ｻｲｽﾞ→22.0～25.5㎝ 

色→ﾍﾞｰｼﾞｭ、ﾈｲﾋﾞｰ、黒 

10803  

￥23000+消費税 

ｻｲｽﾞ→22.0～25.5㎝ 

色→ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ、 

  ﾊﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ、黒 

 5．黒のパンプス  viel Huld (フィールフルトゥ:日本） 
    

   この季節になると特にご希望の多くなるのが、黒のパンプス。 

  短時間だから、使う時は限られているから、という理由で、不具合 

  があっても我慢して履いていませんか？ 

  パンプスだって、適切に選び、さらにご自身に適した加工をすれば        

  今よりもっとらくちん・快適になりますよ。 

   我慢しなくても大丈夫。ぜひご相談くださいね。 
Viel Huld  ￥31000+消費税～  

ｻｲｽﾞ→ 22.0～25.5㎝ 



4444    

 ６． 営業時間変更のお知らせと 

 3～５月までのカレンダー 
  

 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  

 もございます。お問い合わせ下さい。 
 

＊＊＊＊専用駐車場はございません。専用駐車場はございません。専用駐車場はございません。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。    

2014201420142014年年年年   5   5   5   5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    

洋服を脱いだらハンガー。靴を脱いだらシューツリー(¥2700+税),ブーツキーパー(¥2000+税)を使いましょ

う。革の履きジワを伸ばし長持ちします。革のお手入れは靴クリーム(¥1400+税)保湿,防水,防汚がこれ1本！ 

2014201420142014年年年年        4444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                

2014201420142014年年年年   3   3   3   3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                        

        ７．今年はオレンジ！７．今年はオレンジ！７．今年はオレンジ！７．今年はオレンジ！ 

          Salomon (サロモン：ﾌﾗﾝｽ) 
    ーーーー    普通幅～ややゆったり幅ー普通幅～ややゆったり幅ー普通幅～ややゆったり幅ー普通幅～ややゆったり幅ー 
 

 ここ１年ご紹介してきましたトレッキングシューズ

のサロモンですが、大人の方だけでなくお子さんの日

常用にとのご希望が多いなっています。 

 日常履いているスニーカーと同じくローカットで、

甲の部分の素材は生活防水が出来ているので、雨天に

も強い。こちら近辺の小学校では、上履きに履き替え

ず土足のままなので、登校時に靴下まで濡れたらその

まま一日過ごすことになります。 

 そんな時は、サロモン♪ 今年の新色はオレンジ色

です。大人用は別カラーでカタログからお取り寄せに

てご用意できますよ。 

 ～ひとりごと～ 
 寒い中にも、暖かさを感じられる日が増えましたね。 

 日が長くなってきたので、ちょっと得した気分♪ 
  

 先日、日曜・月曜と連日で懐かしい人に会う機会がありました。 

 日曜は以前勤めていた時の同僚といいますか、元上司も含め

て15人ほどの集まり。 

 今でも日常付き合いのある人から、約15年ぶりに会う人まで。 

 職場での昔話、お世話になった方の消息、この間のこと、笑った

り驚いたり、あっという間の３時間でした。  

 月曜は、大学の時の特に親しかった同級生(女性)３人。 

 ３人のうち１人とは数年おきに会っていましたし、メールも。 

 あとの２人となんとなく会う機会がなくて、なんと20数年ぶり。 

 学生時代の昔話におなかがよじれるくらい笑い、友人たちの消

息やこの間のそれぞれのことに驚き、節度なく感情のおもむくま

まの約６時間に３日分くらい疲れました(笑)。 

 それでもまだ話し足らず、これからは連絡先も交換したし、また

会いましょうと別れました。 
  

 この二日間で、ぼんやりしていたいろんな記憶が補足され明確

になったり、新しい知識も増えたりで有意義でした。 

 同窓会的なことは苦手でまず参加しないのですが、この二日間

はお声がかかった時点で即「行きます！」と返事ができたので、

時と場合によっては参加するのもいいなと改心しました。 
 

 今回同級生と話して大概のことは誰かが覚えていたのに、唯一

誰もわからなかったこと。あんなにたくさんいた学生の中で、なぜ

この４人は知り合ったのか、今度会う時までに誰か思い出してく

れへんかなぁ。 （り） 

salomon￥7500+消費税 

ｻｲｽﾞ→約19.0、20.0、21.0、22.0㎝

のみ（ﾊｰﾌｻｲｽﾞなし） 


