
 ←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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

幸せホルモンを増やす習慣を！①オキシトシンは触れ合い ②セロトニンは日光浴・散歩 ③アドレナリンは達成感 

スキンシップ 

１.フレキシテック 

２.足の爪 

３.今のおすすめ 

４.再ﾁｪック 

ひとりごと 

営業カレンダー 

スキンシップがストレスを減らす 

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。 

食事やストレスで肌が荒れる、肌で感じるな

ど「皮膚は賢い臓器」ですね。だから皮膚か

ら心が育つんです。肌が触れ合うマッサージ

は癒し効果や自立心、自己肯定感が得られま

す。赤ちゃんは肌を通して認識します。幼少

期のリアルな体験は皮膚下のセンサーが発

達します。絵本で見た花や動物よりも実際に

触って得られる感触が良い。特に幼少期の好

奇心やいたずらには可能な範囲で寛容にな

れると子どもは満足できます。体の自由が↗ 

心の自由、そして成長 

に繋がります。しかし 

子どもが成長していくと 

触れ合う機会も減ってし 

まいます。マッサージをする側もされる側

も心地よく感じられたらいいですね。大人

だって疲れていたり、触れ合いを求めるも

のですね。親子の絆を深めましょう。 

朝、靴ベラを使って靴を履くように、お

風呂上りには親子でマッサージを習慣にし

てみては?  

いくつになってもお手入れ次第で皮膚は

再生しますよ。足裏のタコや魚の目、皮膚

のカサカサなど気になる方はぜひフットケ

アへお越しください。   

 

1. ﾌﾚｷｼﾃｯｸ FLEXITEC って何？ 
 

靴を選ぶ際のポイントに「衝撃吸収」と「安定」がありま

す。マラソン選手が履いているランニン 

グシューズは厚底で柔く、プレートが 

入っていることで捻じれに強く足の運 

びを正しく誘導してくれます。 

結果、怪我予防や疲労軽減、効率良く移動できる。毎日

の散歩にランニングシューズを履いている方も多いです。 

スニーカー以外の靴もたくさん履き 

たい方には・・・厚さ 1㎜片足 20ｇの 

金属波板「フレキシテック Flexitec」を 

インソールの下に入れるだけで OK！。 

足趾付け根のタコ・魚の目が削ってもまた出来てくるとい

う方は一度試してください。横アーチの崩れた開帳足を予

防してくれます。1枚あれば丈夫で長持ち！ 

お持ちの足底板に加工も出来ますよ。 

＊フルサイズ  ￥6.600- 

＊ハーフサイズ ￥5.500- 

足底板への加工 ￥2.200～(要相談) 

肌は触れ合いを求めてる 

２．足の爪、お手入れしてますか？ 
 

巻き爪、陥入爪、ひび割れなど爪のお悩みありませんか？ 

お子さんの爪の生え方が気になる方も是非ご相談ください。 

足に合った靴や靴下、そして履き方、爪の切り方によっても

爪の生え方は違ってきます。ご自身で足の爪を切ることが難

しいと感じたら是非お電話・ご予約ください。爪切りだけでも大

歓迎です。 

電気の通っていない時代、ろうそくの明かりで爪を切ってい

た頃は今の様な爪切りもなく小刀等で爪を切っていたらしい

んです(知らんけど)・・・    正しく切れず傷口から化膿して 

命を落とすこともあったとか。 

爪は角を落とさず四角くカット！ 

赤ちゃんの爪はすぐ伸びてきますし 

柔らかいですね。上に反ったりします 

ので丁寧にヤスリ掛けをお願いします♪ 

 

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.56 

2021.4 

http://www.proud-s.com/
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 ３．明るい季節がやってきたー！ 

非日常が１年も続くともはやこの状態が日常。 

この状況でも足元が明るくなると少し気分も変わるかも？ 

配送でも対応させていただきます。 

お問い合わせや資料のご請求は下記までどうぞ 

TEL 078-811-2388   メール info@proud-s.com まで♪ 

 

② キラキラです 
ニット素材で柔らかく足にフィット 

普通幅～ややゆったり幅 
(ara アラ ： ドイツ） 

 

 アラは 1949 年創業の機能性とファッション性を兼ね備えたドイツの 

老舗コンフォートシューズブランド。 

アッパーは伸縮自由のニット素材。 

ニットは柔らかな素材なので足首近くまで覆って足と靴がフィットするよう考慮されています。

多少、脱ぎ履きはしにくくなりますが歩くにはそのほうがいいのです。 

足底板が使えて、すっきりした見た目だけど足指はゆったり。 

キラキラしているスワロフスキーは縫い付けられないので接着です。 

そのため落ちることがありますので予め 

ご了承くださいませ。 

入荷後、店頭でご紹介していましたため、 

在庫がわずかです。 

 

① 足裏フワッと 

(LEGERO レジェロ ： オーストリア) 

普通幅～ややゆったり幅 
 

 靴底と中敷きがフワッと優しい足当たりです。(足底板使用可) 

 ①防水素材 GORE-TEX が靴の内側に配されている 

②アッパーの毛足の短いヌバックも雨はじきに有効 

③ファスナーはつなぎ目が隠れる雨対策仕様。 

 ちょっとの雨に負けない造り、何気ないけど機能的です。 

￥36300 
ライトグレーﾇﾊﾞｯｸ/ｲｴﾛｰﾌｧｽﾅｰ  サイズ約 23.7㎝、24.3㎝ 
ベージュﾇﾊﾞｯｸ/同色ﾌｧｽﾅｰ  サイズ約 23.3㎝、24㎝ 24.7㎝ 

←￥19800 
・ ホワイト 23.5㎝、24.0㎝ 
・ オイスター(ｸﾞﾚｰ系) 24.5㎝ 

mailto:info@proud-s.com


 
③ この春の子ども靴はこれ！ 

やや細～普通幅 

(Superfit ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄ： ｵｰｽﾄﾘｱ）他 

 

子ども靴はｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄとアシックスをご紹介

します。 

ｽｰﾊﾟｰﾌｨｯﾄは昨年くらいから靴底が軽くてク

ッション性のより高いものが増えてきました。  

反面、その素材は靴底の減りが早めで反りが

でやすい。 

ということで、メーカーさんが少数しか作ら

なくなってきたこれまで通りの靴底(クッション

性は一般的だけど減りにくい)のタイプで次のサ

イズに替わるまでしっかり履けるものをと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アシックスからは生活防水のアウトドア系の

ものを見つけたのでそちらをぜひ。 

紐タイプになりますが、ご希望があればマジ

ックベルト取付加工(￥3850)をお受けしてい

ます。 

 

  

⑤ シュッとしにくい靴底や革カバンに 

With コロナ対策 

(Collonil bleu コロニルブルー ： ドイツ） 
 

コロナ対策として今行っているマスク着用や

手指消毒は今後も習慣として残っていくと思い

ます、もちろん程度は今ほどでないにしても。 

ならば、できる限り成分などで負担の少ない

商品をということで前号でもご紹介したドイツ

のｼｭｰｹｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・コロニル社のコロニルブルー。 

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 3 月から 147 万本

販売している人気商品です。 

店頭にサンプルをご用意 

しています。 

 ご興味のある方はぜひ。 

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 

←いつもの 2本ﾍﾞﾙﾄの新色 

  ￥12980 

  ライトﾋﾟﾝｸ系とﾌﾞﾙ-系 
  ｻｲｽﾞ 19.0～約 22.0㎝ 
＊一部欠品ｻｲｽﾞあり 

↑ベルト 1本タイプ   ￥12980 

ライトグレー系とネイビー系 

  ｻｲｽﾞ 20.0～約 22.0㎝ 
＊一部欠品ｻｲｽﾞあり 

 

↑生活防水仕様   ￥8250 

  ブラック/イエローライン 

22.0～25.0㎝  ＊一部欠品ｻｲｽﾞあり 

 

 

④ バックベルトを使ったり使わなかったり 

普通幅 

(gute wahl グﾞｰﾃｳﾞｧｰﾙ ： 日本） 
 

スリップオンタイプですがバックベルトを使

うと歩きやすい。 

アッパーの花ビラ型は取り外し可です。 

中敷きは緩やかな凹凸が 

すでに付いているのでその 

ままでも履き心地良しです。 

ANISEアニス  ￥29700 

色：ガーネットとグレー 

ｻｲｽﾞ：21.5～24.5㎝ 

＊取り寄せ対応 

 



 

   

5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      

6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    

2021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  

 ～ひとりごと～  

いい季節になりました。マスクなしならなおいいのに・・。 

少し前、自宅でボーッと TVを観ていてある CMで「あー!!」。 

そのCMは女性向け育毛剤でそれを使用した女性が実体験を話

していたのですが、なんと高校の同級生でﾁｰﾑﾒｲﾄだった C！ 

この 30年余り会っていませんが彼女は私の常識では測れない

記憶に残る女。無意識で変、意識したらもっと変(笑)。 

『Cの言い間違い』 

学校で禁止されていた喫茶店でのバイトをしていた C。 

私が担任(男性)と廊下で話していたら割り込んできて何か言お

うと「先生」と声をかけるところ無意識に「マスター」と呼んだ。 

『Cの珍回答』 

問）音楽のテスト：モーツァルトは幼い頃『○○』と呼ばれていた 

正答）  『神童』  教科書に明記されていたサービス問題 

Cの回答）  『モ－ちゃん』   自信満々で書いたらしい 

『Cの投球』 

ソフトボール部で Cはピッチャー、私はキャッチャー。 

 練習の際、顧問がストレートを要求すると変化球、カーブという

とストレートと球種はあるのに意識すると投げられない。 

とうとう顧問は「お前（C）は自由に投げろ。お前(私)は必ず捕れ、

絶対後ろに逸らすな」と言いました(笑)。 

 私の高校時代を評すならば『笑い』でした。 

この現状の中で新生活を送られる皆さんが少しでも楽しく過ごせ

ますように。自分から行動して良い流れをつかめますように (り) 

 
４．再ﾁｪｯｸのご案内について 

 
再チェックのご案内ですが、コロナ禍に

あって不要不急の外出制限が続いています
のでこれまでの定期的なご案内は控えさせ
ていただいております。 
当店は今のところ通常営業しています。 

 再チェックをご希望の場合、こちらから
の案内なしでもご自身のタイミングでご予
約をいただけましたらと思います。 

 
ご来店の際は、 

 
・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ことがまだ
あります。 

 
『神戸市東灘区住吉宮町 3-10-22』 
 

お手数ですがどうぞよろしくお願いします 

 ＊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。 

 ＊定休日は日曜と月曜です。  営業時間は 10：00～18：00（祝日は 17：00まで） 


