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年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み

23 パート・アルバイトワーク 横幅が広いのであまりぴったりのサイズの靴は見つからないです
23 フルタイムワーク 足が21.5cmのため、サイズが合う靴の種類は多くありません。
24 フルタイムワーク サイズがなくて困っている。 特にパンプスは脱げてしまうので履けない。 ヒールが履けるようになりたいです。
24 専業主婦 靴を長時間履くとむれて臭くなるので悩みます

子供がある程度大きくなり、毎日スニーカーだったので久しぶりにヒールのある靴を買いました。お店で試したら履き心地が良かったので購入しました
24 パート・アルバイトワーク

子供がある程度大きくなり、毎日スニーカーだったので久しぶりにヒールのある靴を買いました。お店で試したら履き心地が良かったので購入しました
が、実際に何分か歩いてみると足の指に違和感がありなぜかキツく感じました。旦那に買ってもらった靴なので、今では絆創膏を貼ってガードしながら
履いています…。

26 フルタイムワーク どんな靴でも毎回同じところが擦れてしまうのが気になります。
26 フルタイムワーク 靴は必ず店頭で履いてみて考える 通販や浮腫みがあるときに買ってしまい何度も失敗はしています

27 専業主婦
いつものお店以外で靴を買うと、靴擦れしたり、痛くなってしまうことがあります。せっかく買ったのに履かずに処分したものがいくつもあったりもったい
無かったです。試着では問題なく履けたのに、実際に普段使いするとギャップがあった、ということがよくあるので悩んでいます。

27 フルタイムワーク ヒールの高さと自分が思ったデザインに出会えなかったりします
27 フルタイムワーク 甲が薄く、ヒールだと前滑りしてしまう。足が大きくサイズの合う靴がない。
27 フルタイムワーク 足のサイズが25.0～25.5なので、好みのデザインの靴を探すのが大変です。
28 フルタイムワーク 横幅が広いので合う靴がなかなかないです
28 専業主婦 足のサイズが大きいのでパンプスの可愛らしいデザインがあってもサイズが見当たらない

28 専業主婦
買う時にはピッタリな形とサイズだと思っても、実際に使ってみると靴擦れが辛い、という事がある。 履きたい女性らしくかわいいパンプスが、似合わな
いし足の形にも合わない。いし足の形にも合わない。

28 専業主婦 履いてみて、自分の足にあっていて履きやすいということを確かめてから買うのに、履き始めは90％靴ズレしてしまいます。

29 専業主婦
・足の幅が広いため、店頭で可愛いのを見つけても、サイズがあったとしても入らない。 ・足のサイズが25センチだが、なかなかそのサイズの女性用（パ
ンプス等）のがない。 ・足のサイズが大きい為、女性用のサイズ展開が24.5センチまでなので、可愛いのを見つけても履けれないことがある。

29 専業主婦 23.5センチを履くことが多いが、23.5だと大きくて23だと小さい。 サイズが合わなくて買えないことが多い

29 専業主婦 Sサイズでは小さいし、Mサイズでは大きい....という事がよくあるのでなかなかいい靴に巡り会えないのが悩みです！

29 フルタイムワーク
ネットの方がお店に並んでいない靴を買うことが出来て良いが、足に合わないことが多い。なのでお店にあるものの中からしか選べないことが少し残
念。

29 専業主婦
ヒールだと足幅や高さが合うものが見つけられていなく、片足だけ脱げてしまい歩きながら靴を片方置いてきてしまう状況に度々なります。とても恥ず
かしいので歩きやすい履く気になる靴に早く出会いたいです。

29 フルタイムワーク 外反母趾で甲の幅が広いので、気に入ったデザインのものがあっても自分にはあわないということが多々あり苦労しています。

29 フルタイムワーク
最近は靴にご縁が無いようで、、必ず試着はして買うようにしているものの、後々足が痛くなったり、ムレが気になったりしています。 ただ、安いお買い
物ではないので、履かないともったいないしと思い、足に悪いことが分かっていても履き続けてしまいます。 自分にぴったりの靴に出会うのは本当に難
しいです。。。

29 フルタイムワーク 足にフィットするものが少なく、いつも歩きづらさを感じている。

29 パート・アルバイトワーク 足のサイズが小さいわりに幅広なので、合う靴がなかなか見つからない。 ガニ股がなおらない。

29 パート・アルバイトワーク 同じサイズでもメーカーによって若干変動があったり、横幅がきついときがある

29 フルタイムワーク
幅広足のため、ヒールのある靴はなかなか自分にフィットするものが見つからない。幅広だと、色の展開も少なく、高齢な方が履くような靴ばかりしかな
い。

30 専業主婦 かわいい靴があっても、ピンヒールだとちょっと履けない。 子供と一緒にいても、本当はかわいい靴が履きたい。

30 パート・アルバイトワーク
サイズがピッタリで価格の安い靴を買ったら魚の目が悪化し激痛で歩行困難になった。それからはサイズがピッタリでもそれなりの値段の靴を購入する
ようになりました！

30 フルタイムワーク どうしても、ヒールをはくと痛い。 でもヒールのない靴も疲れる。 カジュアルな服は好みでなく、手持ちの服にはヒールの方が合う。
30 専業主婦 ネットで購入には試着できないので注意が必要ですね～！何回か失敗してます！
30 パート・アルバイトワーク 外反母趾があり、可愛い履きたい靴が履けないのが悩みです。靴を買うときは痛くないものを重視して選んでいます。
30 フルタイムワーク 外反母趾に悩んでいるので、足先の細いパンプスなどが履けません。 しかし、可愛いと思う靴は何故か足先の細い靴ばかり…

30 専業主婦
左右の足のサイズが若干違うので、フラッと街中で入ったお店など可愛いと一目惚れのしても購入できないのが悩みです。自分の足に合う靴を購入す
るのが大変です。

30 専業主婦
るのが大変です。

30 フルタイムワーク 試着段階では足に合うと思っていたが、実際に購入して履いてみると足が痛くなりやすく、ほとんど履かずに捨ててしまった。

30 専業主婦
足の幅が広く外反母趾のため、バレエシューズを履くと、なんとか入るが靴が横に伸びがちになり、外反母趾の部分がはみ出て見た目がわるいので履
けません。物によってはパンプスも同様で、購入したけど結局履けなかったものもあります。

30 専業主婦 両足でサイズが違うので、大きい方の右足に合わすと左がぶかぶかになります。そのせいで、パンプス等履くと片方だけ靴擦れしてしまうのが辛い

31 専業主婦
おしゃれなヒールの靴をお店に見に行って気に入ったものがあっても、結局足の幅の広さや甲の高さでかえなかったりする。スニーカーでも幅が狭いも
のは窮屈で歩くと疲れるので、買えるものが絞られる。

31 そのほか すぐ底が減る
31 フルタイムワーク つま先の尖った靴や、横幅の狭い靴を買った際に、長時間その靴を履いていると足指に痺れが出てきた事があります。
31 フルタイムワーク とにかく足が大きいので、おしゃれなパンプスなどは、合うものを探すのに一苦労です
31 フルタイムワーク マメができる

31 そのほか
一度靴選びに行った時に、サイズがぴったりのものがあって購入しようとしました。 たくさん歩く用に購入する予定だったので、レジで店員さんにその旨
を伝えると、インソールをすすめられました。 そしてオススメのインソールを入れ、靴のサイズを一つあげて、試し履きしたらびっくりするぐらい感触が違い
ました。 もちろんインソールを入れたのを購入しました。 長距離も安心でした。 嬉しかったです。ました。 もちろんインソールを入れたのを購入しました。 長距離も安心でした。 嬉しかったです。

31 パート・アルバイトワーク 横幅が広いのでつま先の尖った形の靴がデザインが可愛くて履きたいのに履けない。
31 フルタイムワーク 外反母趾のため幅の広い靴でないと履けない。すぐに足が細く痛くなる。足が痛くない靴がほしい。

31 専業主婦
巻き爪があるのでパンプスなどはほとんど履けません。本当ははきたいデザインがたくさんあるのに、とても残念です。自分の足に合う痛くならないパン
プスがあれば履いてみたいです。

31 パート・アルバイトワーク 靴のサイズが合わない事が多い。
31 専業主婦 足がかなり小さく、サイズが合う靴がなかなか見つからない。
31 専業主婦 足が小さいのでおしゃれな靴のサイズがない
31 専業主婦 足のこうが薄くて、大概のサンダルは形があわない。歩いているとガバガバか、脱げる。
31 専業主婦 足のサイズが小さいけど幅は広めなので合う靴を探すのが難しい。

31 フルタイムワーク
足のサイズが小さいので、欲しい時に買わないと気に入ったデザインの物がなかなか買えない事 足のにおいが気になって、会社の歓送迎会は会場に
なるお店を予めリサーチしておかないと、座敷タイプだと履き替えるハメになる。

31 フルタイムワーク
足のサイズが小さかったので大丈夫と思ってジュニア規格の靴を履いたら半日で痛くなってしまい、その場で買い替えました。その日は帰ってからもま
だ痛くて念入りにマッサージをしたのを覚えています。

32 パート・アルバイトワーク ２２サイズなので気に行った形でもサイズのない場合が多い。メーカーによっては２２．５はあっても２２サイズがなかったりする。32 パート・アルバイトワーク ２２サイズなので気に行った形でもサイズのない場合が多い。メーカーによっては２２．５はあっても２２サイズがなかったりする。
32 専業主婦 サイズが小さいので、なかなか良いサイズに出会えない…。
32 フルタイムワーク サイズが小さくて、なかなか靴を見つけられない
32 フルタイムワーク スウェードの靴は上品だけど一度汚れると汚れが取れず履けなくなる。

32 専業主婦
スニーカーやサンダル、ブーツなどはまだ良いけど、パンプスを買うときに左右の足の大きさが違うので、いつも悩む。大きい方に合わせて買うが、小さ
い方にインソールを入れたり等々しないといけないので、面倒だ。

32 専業主婦 パンプスなど底の薄い靴だと腰が痛くなる。
32 フルタイムワーク パンプスを履けない。履くとすごく歩きにくい。でも履きたいから困っています。

1



年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み
32 フルタイムワーク ヒールのある靴は買うときはよくても、歩いているうちに痛くなることがほとんどです
32 専業主婦 右と左の大きさが若干違うため、必ず大きい方の左に合わせてサイズを選ぶようにしています。右が少しゆるい時もあります。
32 フルタイムワーク 靴があわなくて靴擦れをおこす

32 パート・アルバイトワーク
高身長がコンプレックスだけど、ヒールは７cm位の商品に可愛いデザインが多く、高いヒールを買った時はヒールカットします。  幅広足で、なかなか幅
の合う商品がない。

32 フルタイムワーク 左右で足のサイズが違う。朝は大丈夫だが、夕方になるとむくみで片方の足が靴が窮屈になって痛いときがある。
32 専業主婦 指が広がりぎみで小さいため、合う靴を探すのが大変
32 フルタイムワーク 身長が高いので、とても靴えらびはなやみます

32 パート・アルバイトワーク
足のサイズが22センチでちょうど良いサイズの靴を見つけるのに苦労します。また、足裏がガサガサなのでストッキングや素足の時に靴を脱ぐのがすご
く恥ずかしいです。

32 フルタイムワーク 足の幅や甲高の関係で、履ける靴が限られている。なかなかはき心地がいい靴に出会えない32 フルタイムワーク 足の幅や甲高の関係で、履ける靴が限られている。なかなかはき心地がいい靴に出会えない
32 フルタイムワーク 大きさに左右差がある。 ヒールを履きたくても背が高いので悩む 短時間は我慢できても長時間ヒールでは歩けない
32 フルタイムワーク 店舗で試して痛くなかったものが、後日購入後に履くと足に合わずに痛い事が多い。
32 専業主婦 買うときに履いた感じはフィットしてたけど、いざ買って1時間も履いていると親指が痛くなる…靴との相性って意外に難しいです。
32 専業主婦 幅が広いので靴選びに困る

32 フルタイムワーク
幅広で甲高傾向なのに、かかとは小さく幅も狭いのでぴったりサイズの靴と出会うのが難しい。巻爪と、親指の爪の生える方向が上なので靴で圧迫さ
れやすいし、靴下が爪で破けてしまう危険性が高い

32 専業主婦 夕方になるとむくむので痛くなる。 出産による骨盤のゆがみで左右差ができて履けなくなった靴が多い
33 フルタイムワーク サイズが小さいのでなかなか好きなデザインのぴたりサイズに出会えない
33 専業主婦 ネットで靴を買う時にはワンサイズ大きく、ぴったりだった靴はリピートしてしまう。なかなか冒険ができません。

33 専業主婦
ネットで見つけた可愛い靴を購入しましたが、ちょっと写真とは雰囲気も違っていたし、はき心地が悪く、失敗でした。 やはり、靴は自分で履いて選ぼう
と思い、それ以来ネットで買うのはやめました。

33 フルタイムワーク ネット通販なので試し履きができず、履いてみたら足が痛い場合があります。
33 専業主婦 右足の幅が、左足より広くて合うパンプスがない。ワンサイズ違う。右足を広げてもらっても、痛みやすい。ぺたんこでもヒールでも右足が痛い。
33 パート・アルバイトワーク 横幅が広いため、合う靴があまりない
33 専業主婦 外反母趾の為、少し大きなサイズの靴にしています。そうするとまた足に合わず、負担増。高い海外の靴を履いてみたいです。
33 パート・アルバイトワーク 靴のサイズは大きめだが、幅が細くて、自分に合うサイズの靴がなかなかみつからない
33 パート・アルバイトワーク 甲の浅い靴にインソールを入れたら脱げやすくて使い物にならなかった
33 フルタイムワーク 女性ものは25センチ以上の品揃えが少なくて、入るものがあれば買う、ということになりやすい
33 フルタイムワーク 足が左右サイズ違う
33 フルタイムワーク 足のサイズが小さいので、既製品で合う靴がなかなか見つからなくて困っています。

33 専業主婦
足の幅が広いので自分の足に合ったサイズの靴がなかなか見つからない。どうしても欲しい靴は多少窮屈でも短時間なら我慢して履いている。本当は
流行りのデザインの靴やブーツなども履きたいが、夏はサンダル、冬はムートンブーツで妥協している。

33 フルタイムワーク 低いヒールでも可愛くて履きやすいものがあるとうれしい。履きやすさ重視にすると年配の方向けのものが多いため。
33 パート・アルバイトワーク 買ったばかりの靴を履くと、どうしても靴擦れしてしまいます。

33 パート・アルバイトワーク
歩き方が悪いのか、ヒールがあってもなくても年中魚の目ができる。 痛くて歩けない時もある。 足が小さく、幅もなくて甲も薄いため、パンプスはどこに
も引っ掛からなくて履けない。モカシンやローファーも幅がないから脱げて履けない。

33 フルタイムワーク
踵が小さく、外反母趾、内反小趾で幅広なので、指先に合わせると踵が抜ける、踵に合わせるとつま先が痛く、中敷きで調節してみるもちょうどよくはな
らない。いつも痛い。

34 パート・アルバイトワーク
デザインが気にいると、形があわない。 （足が大きいのでサイズが合わなかったり、幅があわなかったり） 高めのヒールは履いているとすぐ疲れてしま
う。

34 フルタイムワーク
デザインが良くても履いた時に痛くなる靴がほどんどなので、デザインや価格より履いて歩きやすい靴があったら買うという感じなので、デザインで選び
たいと思っています。 また、靴が壊れたらすぐに靴が見つからないので、早めに取り換えるようにしています。

34 専業主婦 靴は自分の足に合うものを選びたいが、選ぶ時は良くても、長時間履いていると、足が痛くなってきたり、むくんで入りにくくなったりして大変。
34 フルタイムワーク 今まで何もトラブルにならなかった靴が、久しぶりにはくと痛みがでるようになった
34 フルタイムワーク 指がながくて、足のサイズがおおきくなる
34 専業主婦 試し履きしたときには問題なかったので購入して、その後使用して靴擦れしたり足先が痛くなったときはテンションが下がる
34 専業主婦 足が甲高・幅広なので、ピッタリな靴を見つけるのが難しい。

34 パート・アルバイトワーク
足が大きいので、可愛くて大きいサイズのある靴を探すのに苦労してます。足がむくみやすく、特に左が。なので、左右で靴のサイズがちょっと違うの
で、何度か伸ばしてもらったりするので、履けるまでに時間がかかります。

34 そのほか 足にぴったりくるサイズがたまに見つかるが大体安いお店にあるのでリピートできない34 そのほか 足にぴったりくるサイズがたまに見つかるが大体安いお店にあるのでリピートできない

34 専業主婦
足のサイズが小さく(21.5)、サイズの合う靴がなかなか見つからない。ネットで同サイズのものを買っても大きいことが多く、結局一度も履かないこともあ
る。

34 フルタイムワーク
足のサイズが変わる！妊娠中、フラットで柔らかい素材の靴ばかりをはいていたら、産後に足の幅が広くなっていて妊娠前にはいていたパンプスやヒー
ルがかなりきつくてびっくりした！

34 フルタイムワーク
買うときはサイズが合っていたと思ってもしばらくあるくと大きくて靴擦れになったり歩きにくかったりということが何回もあります。右は合ってるのに左は
パコパコしていたり…

34 専業主婦 幅が広いので、パンプスのような幅が狭めの靴を履くと足が痛くなることがあります。
34 専業主婦 毎回靴擦れしやすいので、ためし履きをして大丈夫かどうか確かめてから履かないといけないので、靴選びが大変。
35 パート・アルバイトワーク 22.5の靴が23センチのより売っている数が少ない　22.5サイズと22.5のサイズで３EEとかの靴をふやしてほしい
35 パート・アルバイトワーク かかとが変な角度ですりへる。
35 フルタイムワーク センスの良い靴が履けない

35 専業主婦
そもそも足が小さいので（２２、５センチ）、合う靴が少ない。フィットする可愛らしいおしゃれな靴に出会うと衝動的に買ってしまう事が多かった。 子供が
３人成長し、靴箱に自分の場所がなくなってきてからは本当に履くものしか置かなくなり、買わなくなった。３人成長し、靴箱に自分の場所がなくなってきてからは本当に履くものしか置かなくなり、買わなくなった。

35 フルタイムワーク
ヒールが低めの靴が好きなのですが、平らな靴を選ぶと足の裏がつる事が結構あります。原因がよく分からないのでそのままにしています。 靴選びの
時の悩みは、左右の足のサイズが違うみたいで市販のMサイズを履いてみても片側だけ小さかったり大きかったりすることがあり、セット買いでは無く片
側ずつ選べればいいのになと思うことがあります。

35 フルタイムワーク ブーツだとにおいがきになります
35 専業主婦 右足と左足のサイズが微妙に違うため、靴を買う際に右はちょうど良くて左はキツイということがたびたひある。
35 フルタイムワーク 甲高で幅広なため、ネットでは靴は買わない
35 そのほか 甲高なので合う靴が少ない。サイズはあっていても、幅や高さが合わないことがあり、かわいい靴が選べないのが悲しい
35 パート・アルバイトワーク 左右の足が微妙に大きさが違うので合う靴が見つけにくい
35 パート・アルバイトワーク 市販のサイズはなかなか合わない。

35 専業主婦
女性の割に足が大きく、靴を選ぶときはメンズサイズを探します。そのため、可愛らしい靴は窮屈なものが多く、必然的にスニーカーをよく履くようになり
ます。 また、もともとo脚に加え、出産後さらに歪みが現れ、魚の目に悩まされています。

35 専業主婦
足が小さいので、ぴったりを探すのに苦労します。最近ではサイズも何cmではなくS.M.Lの評価が多いのでブランドによってはサイズが変わったりして悩
みます。

35 フルタイムワーク 足に合う靴があまりない35 フルタイムワーク 足に合う靴があまりない

35 フルタイムワーク
足のサイズが小さいうえ幅も狭いので、合う靴がなかなか見つからない。 かといって、インソールなどで調整するときつくなったり歩きにくくなるので出
来ない。

35 専業主婦 足の甲が薄いので靴のサイズ選びに困る。 スニーカーの紐を固く結んで対処しているが、脱ぎ履きがしにくい。

35 パート・アルバイトワーク
足首と膝の関節が硬いので、履き口の浅いパンプス（特にローヒール）を履いて歩くと、すぐ靴が脱げてしまいます。先日は電車に乗るときに後ろに並
んでいた人に軽くかかとを踏まれただけで、電車とホームの間に靴がボトッ・・・・・駅員さんや乗客のみなさんに大迷惑をおかけしてしまい本当に申し訳
ないやら恥ずかしいやら。パンプスバンドを買いたいけど、気に入るデザインもなくて困っています。

35 フルタイムワーク 足幅が広いので、パンプスはだいたい幅がきつくて辛いです。

35 パート・アルバイトワーク
通販で靴を購入したが、カタログと届いたもののイメージがだいぶ違い結局あまり履かずに終わってしまった。サイズ感などは、やっぱりきちんとはかな
いとだめですね。

2



年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み
35 フルタイムワーク 通販で靴を買うと、試し履きができないのが難点。
35 専業主婦 幅が広く甲高なので、基本的にスニーカーしか足に合う靴がない悩みです。服の合う靴が履けません。
35 フルタイムワーク 幅広甲高なので、本当はミュールやパンプスが似合わないのにはかなくてはならないのが嫌です。似合っていません。

36 フルタイムワーク
いつも同じ箇所にマメが出来てしまうので、骨の形がずれていると思います。 自分の足を継続してアーチのある靴を購入したいのですが、どこでどのよ
うに買えばいいのかわかりません。オーダーメイドの靴でも脚が痛くなってしまう事も過去にあるし、迷走中です。

36 専業主婦 外反母趾があるので、店頭で履けても実際歩いてみると痛くなったりして長時間履けない靴ばかりです。
36 そのほか 靴のサイズは合っているけど、足のどこかしらが痛くなって、歩けなくなる
36 専業主婦 購入した靴の2足に1足は履き心地が悪くて、履かなくなってしまう。試着して大丈夫かと思っても、いざ履いて歩いてみると合わないことが多々ある。

36 パート・アルバイトワーク
購入前に試しに履いて、少しその場で歩いた時には痛くないのに、２日ほど履いていくと決まって痛みが来ることが多くて、なかなか合う靴がない為、
最近は痛みがあっても我慢を、して履いている。最近は痛みがあっても我慢を、して履いている。

36 専業主婦 市販の靴は自分の足にピッタリと合う物が少ないのが悩みです。

36 専業主婦
私の足は甲高で幅広なのですが好みの靴はスマートな形です。 なかなかなく、いつも自分の足のサイズより1センチ大きめの靴を買っています。 ぴっ
たりの靴を履きたいです。

36 フルタイムワーク
自分では23.5がサイズだと思っているのですが、それが正しく自分に合ったサイズなのか不安です。 テレビで、かかとがぴったりのサイズがジャストサイ
ズだと聞いたりしたので、一度シューフィッターに見ていただきたいです。

36 フルタイムワーク 自分の足に合う靴がなかなかないので、出合った時は数足まとめて買います。 偏平足で足の甲が高いのが悩みです。
36 専業主婦 新しい靴は、絶対にかかとの靴擦れが起こる。ヒールの靴を長時間履いていると、足先が痺れる。
36 フルタイムワーク 足に合う靴が少ない。 お店で良くても、履いて出かけて痛くなる

36 パート・アルバイトワーク
足のサイズが25cmなのですが、25の靴はすぐに売り切れてしまいます。素敵な25の靴はまさに、争奪戦、早い者勝ちです。 店員さんも25の靴はあまり
作られないのに求めるお客さんが多いとのこと。 女性も平均身長が高くなっているのだから、メーカーもそういうところを配慮してほしい

36 フルタイムワーク
足の甲がすごく薄いので自分好みのデザインの靴はたいてい歩いてると脱げてしまう靴なのに買いたくなりデザインが気に入ってるので履いていて脱
げないように歩くので足が異常に疲れる

36 フルタイムワーク 幅が広く甲も高いのでなかなか合う靴がない。36 フルタイムワーク 幅が広く甲も高いのでなかなか合う靴がない。
36 専業主婦 幅広のものが少ない

36 専業主婦
扁平足だから幅が合わないことが多く、サイズをあげて、爪先に詰め物やかかとに貼ったりなどすることが多い。夏は汗をかくので、指跡が残るので、残
りにくい素材のものを探すが、白色や布製のものが最近多く、履きたいデザインが買えないことが多い。

37 専業主婦 あしの幅が広いので、あしにあう靴がなかなかない
37 フルタイムワーク パンプスやローファーをはいて歩いていると、底が薄いせいなのか、足裏が居たくなる。
37 専業主婦 ヒールのあるくつは足が痛い。おしゃれは我慢だけど、良いのがあればいいな、足に優しい靴は価格も高い
37 パート・アルバイトワーク 右足と左足が違う
37 パート・アルバイトワーク 可愛い靴を買いたいのに大抵合わない
37 専業主婦 靴のサイズが小さいのであまり売っていないのが悩みです。 そのせいか、大きめを買うとあっていないようで、足が痛い事がおおいきがします。
37 専業主婦 靴選びで最近はお店でもセンチのサイズではなくSMLのサイズで置いていてなかなか自分の足のサイズが見つからない
37 パート・アルバイトワーク 見た目に綺麗な靴は履いていると痛いのが辛いです。。高かったのに、２、３回履いて捨ててしまった靴もあります。。
37 そのほか 甲高幅広で、足の形が変わったのか、 合うサイズのデザインの靴が減ってきたことです。
37 フルタイムワーク 左右の違いで、サイズがピッタリいかない
37 パート・アルバイトワーク 左右の足のサイズが1センチ違うので大きい左足に合わせて購入し右足の靴にはインソールを入れてもらいます37 パート・アルバイトワーク 左右の足のサイズが1センチ違うので大きい左足に合わせて購入し右足の靴にはインソールを入れてもらいます

37 フルタイムワーク
子どもが産まれてローヒールかスニーカーを履くことが増えました。ローヒールだと、おしゃれな靴が少ないので、会社に履いていけるオシャレな靴がほ
しいです。

37 フルタイムワーク 試着したときはよいのに、長時間はくとトラブル発生
37 フルタイムワーク 新しいヒール靴は靴擦れが起こりやすいので、踵の滑り止めが欠かせません。

37 そのほか
足のサイズが21.0～21.5なので、小さいサイズの靴が本当にない！靴選びには本当に苦労します。プチプラな靴とか欲しいのにサイズが全くありませ
ん。。。泣

37 専業主婦
足のサイズが24センチですがつま先の尖ったタイプの靴を買うと必ず数日後に足が痛くなるため、24.5センチを買うようにしたのですが、今度は大きすぎ
でガバガバになり靴擦れで悩んでしまいます。

37 パート・アルバイトワーク 足のサイズが小さくて気に入った靴のサイズがないことがある
37 フルタイムワーク 足の幅が広いので　細めの靴がはけず 靴をみつけずらい
37 パート・アルバイトワーク 足の幅が広いので、合う靴を探すのが大変です。

37 フルタイムワーク
店頭ではなかなか合うサイズ(21cm)がない。あってもデザインが少なく、好みじゃないデザインが多い。ネット通販だとサイズはあるけど試着が出来ない
のがネック。だから、ヒモや中敷きで調節できるスニーカーばかり。もっと小さいサイズの靴を作ってほしい。のがネック。だから、ヒモや中敷きで調節できるスニーカーばかり。もっと小さいサイズの靴を作ってほしい。

37 専業主婦 幅が広い靴がもっとたくさんあると嬉しいです。
37 専業主婦 幅広、甲高なので気に入った靴を見つけても入るサイズがない。
38 専業主婦 3Eとか2Eとかありますが、実際にはいてみないとわからず、判断がつきにくい
38 パート・アルバイトワーク おそらく縦に比べ横が大きいので、横幅に合わせて買うと、歩行中に少し前後に足が動いてしまい、歩きづらい
38 フルタイムワーク お店で履いていいと思っても、買って帰って履き続けると痛くなる時があること
38 フルタイムワーク ヒールには慣れていないのですぐ疲れてしまうこと。 本当はもっと普段から履きたいです。
38 専業主婦 学生の頃、靴下のままで靴を選んでしまった。ストッキングを履いて使用する必要があったけど、ブカブカで困った。
38 パート・アルバイトワーク 靴擦れがひどいので、靴を買うときは本当に怖いです。

38 フルタイムワーク
形が悪い足のため、昔から靴選びに苦労します。今は子育て中という大義名分があるからおしゃれな靴を履けない言い訳ができるのでかえって気が
楽です。

38 フルタイムワーク 自分の脚が幅広甲高のためパンプスなどが選びにくいので一度どんなものが合うのかみてもらいたいです
38 パート・アルバイトワーク 自分の足に合うものを探すとかわいいデザインがない
38 専業主婦 足のサイズが大きいので、普通に靴屋に行っても入る靴がなかなか見当たらない。あればラッキーだと思って即買いする。38 専業主婦 足のサイズが大きいので、普通に靴屋に行っても入る靴がなかなか見当たらない。あればラッキーだと思って即買いする。
38 フルタイムワーク 足の指が長く、足の横幅が細いので、パンプスはほぼ脱げてしまうのが悩みです。
38 専業主婦 足幅が広いのでパンプスなどはなかなかサイズがなく、履けても途中で痛くなります。
38 そのほか 大きいと言われるお店で購入するも少し小さくて履かなくなった
38 フルタイムワーク 通販で買ったら足に合わなくて失敗。 やはり靴は店舗で購入するべきだった。

38 専業主婦
幅広、甲高なので、サンダル選びが大変だったりします。 くるぶしの下にさらに骨が出ているところがあるので、直接履いてみたいと選ぶことができま
せん。

39 フルタイムワーク かかとが硬い靴は全部流血してしまいます

39 フルタイムワーク
こう幅が薄くサイズが大きいため日本で売ってる3E.4E主流の靴はほぼ合わない。踵もサイズに対して小さめらしく何を買ってもピッタリ合ったことがな
い。永遠の悩みです

39 フルタイムワーク サイズが小さいのに足幅が広いので、なかなか合う靴がないです。通販でサイズだけみて購入して、失敗したことが何度かあります。
39 フルタイムワーク サイズが大きいものしか履けない

39 フルタイムワーク
ワイズが細い靴が日本には少なく銀座カネマツのミススレンダーシリーズしか履けない。他のメーカーは一切合わない。もしくは海外のもの。靴を見る時
もワイズで決めるしかなくデザインで決める事はほぼない。どんなに高くても合えば買う。10年くらいお直ししながら履いてます

39 パート・アルバイトワーク 試着し、気に入って購入したが、長時間履くと痛くなったり、歩くのが辛くなったりして結局履かない靴がある39 パート・アルバイトワーク 試着し、気に入って購入したが、長時間履くと痛くなったり、歩くのが辛くなったりして結局履かない靴がある
39 パート・アルバイトワーク 足の甲が高いため、合う靴が少ない。 歩いていると足の中指が痛くなる。
39 専業主婦 足の幅があり、履いて試してみないと分からないので、通販で買いにくい。
40 フルタイムワーク 23.5cmまでのサイズの靴は可愛いのが多いが24cm以上になると、急に可愛いのがなくなる
40 専業主婦 25.5センチなのでサイズがあまりなく、品揃えも悪い。もう少し大きいサイズも充実してほしい。ワシントンはよく行くが少し高い。
40 フルタイムワーク いつもどんな靴が自分に合うのかわからない。ためし履きで痛くないと思っても実際はいたら痛くなるし。

40 フルタイムワーク
ヒールのある靴で 足に優しい靴は基本的にダサい。 もしくは万人受けするデザインで 光輝くものがない。 センスがいい靴は足が痛い。 と言う矛
盾・・・。

40 そのほか 甲高、幅広なので華奢な靴が入らない
40 フルタイムワーク 左右違うのか長い時間履いていると右の小指が痛む。
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40 フルタイムワーク 昔は高いヒールが大好きだったのに、、、、今は無理
40 専業主婦 足が大きいので可愛いと思ってもサイズがない。つま先がとんがった靴を履いたら巻き爪が痛くなってしまうので長時間は履けない。
40 専業主婦 足のサイズが小さいため、合う靴を探すのが大変です。
40 フルタイムワーク 足の甲が高いのでなかなかブーツが合うのを見つけにくい
40 フルタイムワーク 足の長さは長いのに幅とかかとが小さいため、パンプスのような形の靴が合わなくて履けない
40 そのほか 通販で購入したがサイズが合わず履かない靴がある。
40 専業主婦 疲れないヒールが欲しいです。
40 専業主婦 必ず試し履きをしてからでないと、あしにあわず、通販で靴の購入はできない。
40 パート・アルバイトワーク 必ず試着して購入するが、爪先に痛みを感じることがある。

40 専業主婦
普段22.5か23を履いてます。 サイズがそのように売られているものはいいのですが、SやM表示のものはSだと少しきつくMだと少し大きいということがた
びたび。 仕方ないのですがそれで欲しい靴をあきらめたことも。 ネットだと試着もできないのでいつも一か八かで買います。 ぴったりだとうれしいです40 専業主婦 びたび。 仕方ないのですがそれで欲しい靴をあきらめたことも。 ネットだと試着もできないのでいつも一か八かで買います。 ぴったりだとうれしいです
がサイズが合わずあげることもあり残念です。

40 専業主婦 幅がとてもせまく、甲が高いので本当に合う靴がなく探すのがいつも大変です。

41 パート・アルバイトワーク
ウェッジソールが苦手なため、大半がそればっかりでなかなか自分が履きたい靴が見つからない。年齢と自分の足とファッションのバランスが全然合わ
なくて、どの靴が良いかも迷走中。

41 フルタイムワーク お店で試着した感じと、家に帰って履いてみた感じがちょっと違う。

41 フルタイムワーク
ダン広・甲高なので、かわいい靴が足に合いません。むくみもひどいので、持っている靴が、日によってきつくなったり、ゆるくなったりします。 買った靴
も、次の日きつくて履けないことがあります。

41 フルタイムワーク ヒールの靴を履くとタコが出来てしまうので、高いヒールは履かなくなりました。ヒールを履かないとＯ脚がなおさら目立つような気がします。
41 フルタイムワーク ぴったり合う靴がなかなか見つかりません。

41 そのほか
右足が外反母趾なので、靴を右足に合わせると左足の靴がスカスカになる。 歩くことの多い仕事をしているが、左の靴だけが底に穴が開き、数ヶ月に
一度買い換えている。足の爪が巻き爪なので、靴を長時間履くと激痛がし、左足の爪も怪我によって取れてしまい病院に通院している。

41 専業主婦
外反母趾が痛くて、かわいいヒールの靴が履けなくて残念。 昔、デートでヒールを履いて行ったけど、、、痛すぎて、途中でスニーカーを買うことになって
しまった。。。

41 専業主婦 自分の足に合った靴がどれか分からない。
小さい頃から、自分の足に合わない靴を履いていたので、成人する頃には第2～5趾が親指側に斜めに倒れていた。靴屋さんで調整してもらうように

41 専業主婦
小さい頃から、自分の足に合わない靴を履いていたので、成人する頃には第2～5趾が親指側に斜めに倒れていた。靴屋さんで調整してもらうように
なってから、趾が真っ直ぐになった。

41 パート・アルバイトワーク 足が21.5と小さいので、なかなか自分に合う靴がない
41 フルタイムワーク 足が小さくて合う靴がない。
41 パート・アルバイトワーク 足が小さくなかなかサイズの靴がない

41 パート・アルバイトワーク
足のサイズに合わせると甲が狭く痛くなったりすることです。 かと言って、甲に合わせると足の長さのサイズが大きくなったりするので、バランスが難し
いです。

41 専業主婦 足の為に大きいサイズの靴を選んでいるが、25センチの靴を置いている店が少ない。ネットでは、25センチから売り切れている。買えない。
41 専業主婦 足の横幅が広いので、ブランドによって入らなかったかりキツかったりするのが悩みです。
41 フルタイムワーク 同じサイズでもメーカーによって違い、ネットで購入することが多い為クッションを足してみたり、調整して履くことも多い！

41 専業主婦

木型が合う靴を見つけて何年も履いていたのですが、廃番になり、そこから自分に合う靴を探してジプシーのようにお店を探し歩きました。合う靴にな
かなか出会えず、結局無理をして履く靴を何足か購入し、足の痛みやタコの悪化、詰めの内出血にまでなりつらいです。幅が狭く足指が長く甲が高く、
さらに偏平足気味で足長が実際よりも長くなっていると測定結果が出ましたが、偏平足を直す、あるいは必要なアーチを作るための筋力を上げる方法
がわからず対策が取れずにいます。もっと合う靴を手に入れる方法やお店や必要なトラブル解消の方法を知ることができる情報があればと望みます。

42 専業主婦 24.5～25くらいのサイズはお店で品揃えが少ない！ので、運動靴が多くなる。。
42 専業主婦 お店では大丈夫でも、実際に履いていると足が痛くなる靴があるのは残念
42 フルタイムワーク かかとの外側がすり減ってしまうこと
42 パート・アルバイトワーク サイズが小さすぎて、売っていない。
42 パート・アルバイトワーク なかなか低価格で歩きやすい、職場用のヒールの靴を見つけられない。

42 専業主婦
パンプスは、お店で試着して、歩いてみて、良いと思って買ったのに、実際に歩くと足の甲が食い込んだり、かかとがスレて血がにじんだり、なかなか足
に合う靴に出会えません。

42 フルタイムワーク
パンプスをお店で履いた時は痛くないのにかかとが靴擦れしやすく、つま先は痛くて耐えれなくなることがあります。あまりにも痛くてフラットシューズを
出先で購入したこともあります。

42 フルタイムワーク ヒールの高すぎる靴をはき、翌日足首が痛くなりすぎて歩けなくなった。
42 フルタイムワーク むくんで履きにくい。
42 専業主婦 可愛いサンダルを買ったが、歩くと靴ずれになった。
42 フルタイムワーク 気に入った靴を買っても履かないことがしばしばあります。
42 パート・アルバイトワーク 靴によって同じサイズでも足が痛くなるものとならないものがあるのでできるだけ自分にあうものを常日頃から探すようにしています。

42 フルタイムワーク
靴を購入するときに、念入りに試着して納得して購入しても、自宅で履くと足が痛くなることが多い。我慢しつづけて履いていると、靴が足になじんでよう

42 フルタイムワーク
靴を購入するときに、念入りに試着して納得して購入しても、自宅で履くと足が痛くなることが多い。我慢しつづけて履いていると、靴が足になじんでよう
やく足が痛くなくなってくる。

42 パート・アルバイトワーク
靴を選ぶ時、ヒールが高くても疲れにくい『かねまつ』さんの靴はすばらしいです。同じかねまつさんの靴でも、疲れにくさは違うので、毎回、履いて確か
めます。

42 パート・アルバイトワーク 合う靴が無くて困っています
42 パート・アルバイトワーク 試し履きして購入しても、実際に履いて駅まで歩くと靴ずれしたりする。靴ずれしない靴はどうやって選べばいいか困る。
42 そのほか 足のサイズが大きいので合う靴が少ないのが悩みです。
42 パート・アルバイトワーク 足のサイズが大きいのと、足の指が長いので夏のサンダルは指が見えにくいデザインのものを選びたいが、あまりなくて困ります。
42 フルタイムワーク 足のサイズが年々大きくなってきているような気がするときがあります。
42 そのほか 中々足に合う靴に巡り合えない
42 専業主婦 幅広なので、なかなか合う靴が見つからない時が有ります。
43 フルタイムワーク 23.0cm以上だけでなく、22.5cmもたくさんいるはずなので、もっと種類やカラーを増やしてほしい

43 パート・アルバイトワーク
24.5センチと足が大きいので昔からかわいらしい靴がないと思っていた。今は子供もできぺちゃんこの靴が多いから悩みませんが昔はいつも残念な気
持ちで靴選びをしてました。なのであまり靴を買うのが好きではなかったです。

43 専業主婦
おしゃれなタイプの靴は大抵、サイズが小さいものが殆どなので、なかなか気に入った靴を見つけるのが大変です。また、見つけても足の幅が広いので
入らないことが多いです。

43 専業主婦
入らないことが多いです。

43 フルタイムワーク サイズが小さいので種類がない（22.5cm）あっても、気に入った色が売り切れていたりする

43 専業主婦
一般に販売されているものは幅広の靴が多く、合わない。 かかとが特に細いので、ストラップをつけても脱げる。 高い靴しか合うサイズが無いので、常
にスニーカーな点が悩み。

43 そのほか
外反母趾の傾向があるから、かっこ悪くても幅広の靴を選ばないと 痛くなってしまうのが嫌。。デザインによっては 幅広に見えづらい形の良い靴もある
ので、そういう靴を探す(出会える)のが大変。なかなか無いので、靴売り場はアチコチしょっちゅう見て会うのがあったら 即購入のパターンが多いかも。

43 専業主婦
勤めていたときは毎日ヒールをはいていたのてを、たこが出来たり、足のトラブルがあったが、専業主婦になりヒールを毎日はかなくなったら、足のトラブ
ルが全くなくなった。

43 専業主婦
靴によっては24cmのときもあれば24.5cmのときもあるので、ネットで購入するときにとても悩みます。 あと、履いて合わせて買っても、先が細い靴だと
指が重なってたりして靴擦れしやすかったり、ペタンコの靴を履いてると足がつったり、ヒールの靴を履くとたまに足首が、歩く度にパキパキ鳴ることが
あります。何をどうすれば治まるのか教えてほしいです。

43 専業主婦 好きなデザインに合わせた靴にすると、外反母趾が痛むことが多い。 外反母趾に合わせるとおしゃれな靴がない。

43 フルタイムワーク 甲が高く、ジップなどついていない靴の脱ぎ履きで履きづらい物があるが、ネットで買った場合サイズしかわからないので安く買いにくい

43 フルタイムワーク 小さいサイズのバリエーションが少ない43 フルタイムワーク 小さいサイズのバリエーションが少ない
43 フルタイムワーク 綺麗に見える靴程、脚、特に脚先への負担・ストレスが大きく、爪が巻いたり、魚の目が指の間にでき、痛む事
44 専業主婦 お店で試着してサイズ感が良いと思っても、買った後に履くときつく感じたり、痛みが出ることがある
44 フルタイムワーク サイズが小さいわりに横幅が広く、華奢なデザインの靴が合わないのが悩みです。
44 専業主婦 靴のサイズが25センチなので、気に入ったデザインのものがなかなか見つかりません。
44 パート・アルバイトワーク 甲高、幅広なので、おしゃれな靴は似合わない。かわいい靴（スリッポン系）、または運動靴しか履かないようにしている。
44 パート・アルバイトワーク 足の形・大きさが左右違うので、靴選びが面倒。
44 フルタイムワーク 足の甲が薄いので、日本の靴は合わない。
44 フルタイムワーク 足の指が縮まるくせがあって、疲れやすく見栄えが悪い。
44 専業主婦 足の大きさの違いと、足の親指が長い事で左右どちらかに合わすと片方があわず必ず爪が変色してしまう。爪が割れてしまったこともある。
44 フルタイムワーク 足の幅が狭く、ちょうど良いサイズがなかなか見つからない。店員にすすめられるデザインは気に入らない。よって、靴を買うのが大変。

４



年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み
44 フルタイムワーク 足の幅が広いので、かわいい靴はサイズが無い。

44 専業主婦
足の幅が広く、高さのある靴を履くと、すぐにつま先が痛くなります。お店では履いてみて、痛くないか確かめてから買っていますが、それでも、しばらく
履いていると痛くなってしまいます。何も悩みがない方が羨ましいです。

44 フルタイムワーク 通販で自分のサイズを買ったがピッタリせず、履き心地も、硬かったので長時間履いていると疲れる

45 フルタイムワーク
なかなか合う靴がみつからず、履きやすい靴が見つかれば色違いで買ったりします。オーダーするのは高くて買えないので靴選びは慎重になってしま
います。

45 パート・アルバイトワーク なかなか合う靴に巡りあえなく妥協して購入することもあります。 安ければオーダーメイドしたいです。

45 フルタイムワーク
ハイアーチ、ハンマートゥからくる膝の痛みで今も苦戦しています。 足の幅が広いので、実際の足のサイズと靴のサイズが合わないのでワンサイズ大き
めのを買います。 そうすると、つま先で踏ん張ったりするのでハンマートゥ等がさらに悪化。 ランニングが趣味ですが、ハイアーチのインソールを入れた
りしても 足のかたちが悪いため、膝の負担もかかったり・・と何かしら困っています。 すべて解決できる靴やインソールがあれば・・と思う。

45 パート・アルバイトワーク フォーマルシューズに　外反母趾の足に優しい製品がなかなかなく　ここぞというときに　困ります

45 パート・アルバイトワーク
靴のサイズが23.5センチor24センチなのですが、パンプスを買う時に モノによってサイズが微妙に違うことがあり 結局キツくて履けなかったり ブカブカ
だったり、購入してから困ることがある。

45 フルタイムワーク

甲が薄く、足幅も細いので、量販店等で売られている靴は大抵履けない。 ”Ｅ”の付いた靴は売られているが、”Ｅ”の付かない靴や”Ｅ”以下（Ｄ等）は
なかなか売られていないので買えず、足の長さだけを基準に靴を買うと幅が広いので靴の中で足がすべり挫くことがある。 外反母趾等、足幅の広い人
への対応は盛んに行われているが、逆への対応は薄いので不公平だと感じる。 足の長さと脹脛の筋肉に対し、足首が細いのでブーツを履くと足首に
しわがよりファスナーを良く壊す。

45 専業主婦 自分の足にフィットする商品に巡り合えないこと
45 パート・アルバイトワーク 足が22センチと小さいので、種類がなく、足に合った物を探すのが、難しい
45 専業主婦 足が小さくて(22)種類がない
45 フルタイムワーク 足が大きいので、かわいい靴がかわいく見えない。
45 パート・アルバイトワーク 足の幅(甲)が大きいのでなかなか合うヒールや、パンプスが無いのでこまります。
45 パート・アルバイトワーク 爪が上向きなので、すぐ痛くなるので大きめを買う
45 専業主婦 幅広なので、浅いパンプスなどは広がって見えてしまうのが残念です。45 専業主婦 幅広なので、浅いパンプスなどは広がって見えてしまうのが残念です。
45 パート・アルバイトワーク 履いて丁度いいサイズが中々なくて、足の指が曲がってる気がする
46 フルタイムワーク アーチ部分にピッタリ合わない

46 専業主婦
サイズ２５で、右足が外反母趾の為かなり幅広の靴になるが、なかなか気に入ったデザインが見つからない。 履いているうちに外反母趾がどんどん痛
くなることがあってガマンできずに靴を脱いで歩いたこともある。

46 パート・アルバイトワーク サイズが小さいけれど幅広なので、なかなか足に合う靴が無い
46 専業主婦 サイズが小さいので苦労する
46 フルタイムワーク サンダルのかかとがぱかぱかして履きにくいことがある。 良く歩くようにしているので、慣れている靴でも靴ずれが出来ることがある

46 フルタイムワーク
パンプスをお店で試し履きした時には痛くなく普通に歩けたのに、購入後に履くと靴擦れがひどく歩くとすぽすぽ脱げて前に進めない。 靴ひものある靴
やスニーカーしか買えません。

46 フルタイムワーク ヒールがある靴を履きたいが、歩きにくくて、中々、いい靴に会わない。
46 フルタイムワーク むくみやすいので、サイズ選びが難しい。 靴の形によっては、夕方になるとキツくて足が入らないこともある。
46 パート・アルバイトワーク 右と左のサイズが5mmくらい違うので靴選びが嫌になる。
46 フルタイムワーク 好みの形、色の靴が少ないこと。オーダーでは高いので、気に入ったら同じ靴を何度も買うことがあります。
46 パート・アルバイトワーク 購入後、お店で合わせて購入しても、実際、履いてみると痛い。気に入らなくても1度履いてしまうと返却出来ない。それが靴のたまってしまう原因だ。46 パート・アルバイトワーク 購入後、お店で合わせて購入しても、実際、履いてみると痛い。気に入らなくても1度履いてしまうと返却出来ない。それが靴のたまってしまう原因だ。
46 パート・アルバイトワーク 左右の足の大きさが違うので、なかなか合う靴に出会えない。
46 フルタイムワーク 足が25.5なので、靴の選択肢がない むしろ男靴を探した方がいいかもしれない。
46 フルタイムワーク 足のサイズが小さく、幅も狭いので 自分にあった靴が見つからない。オーダーメイドはかなり高額で手がでない。
46 フルタイムワーク 足幅が広い22.0cmなのでサイズがない。靴屋では合うと思って買っても結局かかとパカパカ、の靴が大量にある。
46 フルタイムワーク 大きいサイズなので、なかなかかわいいデザインがない
46 そのほか 大きいので探すのに苦労します
46 フルタイムワーク 第2指が長いので、全体がぶかぶかなのにきついことが多く、靴選びが厄介
46 パート・アルバイトワーク 買うときにはいて、大丈夫と思っても、いざ履いて歩くと痛いときがあること
46 専業主婦 買ったばかりの時はほとんど靴ズレをします。
46 フルタイムワーク 履きやすいと思って買ったが、実際歩くと痛くて履けない

47 パート・アルバイトワーク
なかなかフィットする靴が見つからない。大きいとかかとがパカパカするので小さめを買ったら歩いているうちに足が痛くなり、せっかくデザインが気に
入って購入したのに履けなくなってしまった事があります。

47 パート・アルバイトワーク なかなか足に合う、靴がない。 靴のサイズ調整の方法がわからない
47 パート・アルバイトワーク ひどい外反母趾です。遺伝もあると聞いたので、実家に帰った時に父の足をテーブルの下でこっそりと見たら、父の足も外反母趾気味でした。47 パート・アルバイトワーク ひどい外反母趾です。遺伝もあると聞いたので、実家に帰った時に父の足をテーブルの下でこっそりと見たら、父の足も外反母趾気味でした。
47 フルタイムワーク 外反母趾なので、どうしても当らない多きめの靴を選んだりしてしまいますが、逆にフィットしなくて痛くなる事がある
47 専業主婦 外反母趾なので歩くときなどに力が入る場所が親指の付け根になってしまい、長時間足を使うと付け根がジンジン痛みます。
47 パート・アルバイトワーク 割と幅が広いので、先の尖った靴ははけない。
47 パート・アルバイトワーク 甲高で幅が広いので、足のサイズに合う靴の種類が少ない。デザインで気に入っても、サイズがないことが多い。
47 専業主婦 甲高幅広なので、靴選びが難しい

47 専業主婦 左右で足の大きさが微妙に違うので 靴によってサイズが変わる 本当はヒールのある靴を履きたいがすぐに足が痛くなってしまうので履けない

47 パート・アルバイトワーク 左足が外反母趾気味で左膝も痛いです。
47 そのほか 細い幅の靴がなくて困る。

47 専業主婦
足が薄くて、平たいので、ヒールが高いと前に力が入ってしまいますが、 インソールをいれたり、ヒールも 前からヒールがあり、急な角度でない ヒール
のくつなどを選んでいます。

47 フルタイムワーク 足のサイズが小さいので、なかなか自分の好みのものが見つからない

47 フルタイムワーク
足のサイズが小さく幅も狭く またカカトのひっかかりが無いほうなので とにかくパンプスがはけません。 買うときにどんなにぴったりだと思っても　しばら

47 フルタイムワーク
足のサイズが小さく幅も狭く またカカトのひっかかりが無いほうなので とにかくパンプスがはけません。 買うときにどんなにぴったりだと思っても　しばら
く履くとパカパカに。 歩きながら靴が脱げて飛ばしてしまったことが何度かあります。 そのため　基本はブーツ　ブーティー　サンダル　スニーカーです。

47 パート・アルバイトワーク 足の形が悪いので、すぐ脱げてしまう靴が多いので必ず履いてから買う。
47 フルタイムワーク 足の形が良くないのか、特に外国ブランドの靴はあまり足型にあわない。（それでも履いています。。）
47 パート・アルバイトワーク 足の甲が靴に比べて薄く歩いてるとパコパコする
47 パート・アルバイトワーク 足の幅、厚さがあるためなかなか合う靴に巡り合わない
47 パート・アルバイトワーク 足の幅が左右違うので、なかなか合う物が見つからない

47 フルタイムワーク
足は大きい（25センチ）なのだが幅が狭いため、日本には合う靴がない。 足が大きい人がみんな幅も広く甲が高いわけではないので、もうすこし欧米の
木型で日本製の靴を展開してほしい。

48 フルタイムワーク くるぶしに当たって靴擦れができる
48 パート・アルバイトワーク サイズが小さいので好みの靴が選べない
48 フルタイムワーク 甲高、幅広なのでおしゃれな靴がなかなかない。
48 パート・アルバイトワーク 骨太で、足首も太いのでブーツのチャックが足首の時点でしまらないことがあるので店員の前で試着できない
48 フルタイムワーク 足が小さい(22センチ）幅が狭い、甲か低いので合う靴がなかなかない48 フルタイムワーク 足が小さい(22センチ）幅が狭い、甲か低いので合う靴がなかなかない

48 専業主婦
足のサイズ24、5か25センチ、足の甲が高く、幅広3Eや４Eで両足の薬指が巻き爪なので、合う靴を探すのに時間がかかります。まず好きそうなデザイン
のサイズを探し履いてみてから検討しています。お店で二足あればラッキーなくらい合うものがありません

49 フルタイムワーク サイズが22.5センチと小さく、甲浅なのでヒールの高い靴を履くと、前滑りして足が痛くなります。

49 フルタイムワーク
サイズが合う靴がないので、スニーカーやカジュアルシューズばかりはいていたが、ヒールパンプスでオシャレしたいので少々サイズが合わなくても履い
ている。

49 パート・アルバイトワーク ソールの部分が薄いとモートン病が 発生してしまい痛くて歩けなくなる。 最近では運動靴しか履けなくなってしまっている。
49 専業主婦 外反母趾なので、いつも靴選びには困っています。今は百貨店にはシューヒッターの方がいるのでおまかせして買っています！
49 専業主婦 外反母趾の為、おしゃれな靴が足に合わず靴選びにはいつも困っている。自分の足にぴったりでおしゃれな靴が欲しい。
49 パート・アルバイトワーク 靴を購入するときはぴったりなのに、いざ履くと靴ずれしたり、足が痛くなったりして結局はかなくなる事が多い。

５



年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み
49 パート・アルバイトワーク 左右の足の大きさ違うこと。
49 パート・アルバイトワーク 自分の足に合った靴の選び方がわからない。足に合っていると思って履いても、長時間歩くと爪が痛くなり、変色して半年くらい元に戻らない。
49 パート・アルバイトワーク 値段が高い靴なら大丈夫で安い靴なら駄目というのでは無く高い靴の方が悪い時もある
50 フルタイムワーク なかなか合う靴が見つからない。
50 専業主婦 なかなか納得のいく靴に出会えない。
50 専業主婦 なかなか幅広の靴は おしゃれなものがない。

50 フルタイムワーク

甲をしっかりホールドするタイプで、靴裏がよくしなり足によくフィットする軽めの靴で、それでいてキレイ目な靴が欲しい。でも全くない・・・。見た目が悪い
コンフォートのくせに足にもフィットせず、それでキレイ目な靴より高い靴なんて買う気になれない。でもキレイ目な靴は足に合わずこれ以上外反母趾を
悪化させたくない。冬はロングブーツでスクエアトゥのものがあればホールドされているので歩きやすいものが見に駆られる時もある。冬以外の靴選び

50 フルタイムワーク
悪化させたくない。冬はロングブーツでスクエアトゥのものがあればホールドされているので歩きやすいものが見に駆られる時もある。冬以外の靴選び
はほとんど諦めています。

50 パート・アルバイトワーク 若い時からフィットした靴は複数買っていましたが、数年前から外反母趾が痛み出して、ますます靴選びが難しいです
50 専業主婦 足の幅が広いため、ＥＥＥの靴を探すのが大変。
50 専業主婦 足の幅が広いのと、甲が高いので靴選びが難しい。 オーダーは高いし‥
50 パート・アルバイトワーク 足型に合う靴がなかなかない 靴ズレ
50 パート・アルバイトワーク 歩き方が変なのか、靴のかかとのすり減り方も偏っている。そこだけすぐすり減ってしまうのが困ります。
50 パート・アルバイトワーク 履いてみて 買う時は良いと思っても長く歩くと痛みが出てきて 履かなくなってしまった靴が何足かあって、靴選びはなかなか難しいです。
51 フルタイムワーク 靴の店の店員さんは意外に不親切な人が多い

51 フルタイムワーク
靴やさんで試し履きして店内を歩いてまわったりしますが、実際に路上で歩くのとは違うので、意外と靴底が薄くて足裏が痛くなるものがあります。 か
かとが浅くて、すぐぬげそうになるものもあります。ちょっと試しただけではわからないので、できれば2~3日貸してほしいといつも思います。

51 パート・アルバイトワーク 靴売り場で足にあうと思って買っても、実際履いてしばらく歩くと痛みが出ることが多い。
51 パート・アルバイトワーク 買ってから靴が合わないことがあります。どうすれば解決しますか
52 フルタイムワーク なかなか自分に合った靴を探すのが難しい52 フルタイムワーク なかなか自分に合った靴を探すのが難しい
52 パート・アルバイトワーク もう少しサイズ展開を広げて欲しい ほとんどが25cmかＬＬサイズまでしかないので…

52 専業主婦
購入するときの試着では、カーペットの上で短時間なので 気がつかなかったが、実際にコンクリートの上で履いてみると、靴底が薄くて 疲れるときがあ
ります。 私は足の裏が人よりも敏感なので 少し早足や走ったりしたときに 痛く感じるときもあります。

52 専業主婦 左右対称ではないので、なかなか合う靴がない
52 パート・アルバイトワーク 足のサイズが大きいので、選べるデザインが少ないこと。
52 フルタイムワーク 足の指が親指から中指までが同じ高さの為、合う靴がなかなか無い。どうしても中指が曲がってしまい、サイズを上げると踵がカパカパしてしまう。
52 専業主婦 足の幅と甲の形で合うものが限られてくるので、お店で履いた時はいいのだが30分以上歩くと靴擦れや足が痛くなったりすることがある。
52 専業主婦 年々手持ちの靴が合わなくなった 靴はあるけど合わない 足の形が変わったみたいです
53 専業主婦 靴の形と足の形が合わないので、なかなかヒールのある靴が買えない。ワイズが大きい靴が多くて細身の私に合うものもない。
53 フルタイムワーク 靴擦れしやすいので、合う靴が見つかると、履きつぶしてしまうまで履きます。とにかく見つけるのが大変。
53 専業主婦 左と右のサイズが違うので、どうしても長く履いていると、違和感が出てくる。
53 パート・アルバイトワーク 左右で足の大きさが、違う
53 パート・アルバイトワーク 左右のサイズが微妙に違うこと
53 そのほか 試着ではよかったのに、買って履き始めるといまいちになるのは、どうしてでしょう。選び方が間違っているのかな？53 そのほか 試着ではよかったのに、買って履き始めるといまいちになるのは、どうしてでしょう。選び方が間違っているのかな？
53 フルタイムワーク 足の甲が高い
53 専業主婦 足の甲が低いので、疲れやすく、あまりヒールの高いものははけない。
53 パート・アルバイトワーク 足の親指の爪が上に向いているので靴に当っていたくなります
53 専業主婦 足裏が痛くなってからスニーカーを履くようになりましたが　メーカーによってサイズ感に違いがありすぎて驚いた
54 フルタイムワーク 24.5ｃｍなので欲しいデザインがないことが悩みです。
54 専業主婦 お店で試して、痛くなかったり合うと思い購入しても、合わずに痛くなるパンプスが多い。

54 フルタイムワーク
もっとローヒールでセンスの良いシンプルな靴がなかなか無いので有ると嬉しいです。たまに履いて出かけた靴のソールが剥がれかけたりヒールが劣
化して不安な思いをしながら歩いた事が数回あるので出かける前に分かると助かります。良い方法無いでしょうか？

54 専業主婦 通販で購入した靴が合わないのでサイズ換えてもらったがやはり合わないのでずっと置いてある
54 パート・アルバイトワーク 売り場で試し履きして大丈夫でも 長く歩くとしっくりしない靴がある 右と左とで　フィット感が違うこと
55 専業主婦 24.5センチで幅広なため合う靴がなかなかありません。
55 パート・アルバイトワーク サイズが21.5～22ｃｍと小さいので、気に入ったデザインや色の靴があっても、サイズで諦めることが多い。
55 フルタイムワーク 試着するときは合うが、買ってから暫く履くと、やはり足が痛くなる
55 専業主婦 自分のサイズの靴があまりないので見つけるのが大変です。55 専業主婦 自分のサイズの靴があまりないので見つけるのが大変です。
55 パート・アルバイトワーク 足が小さくて、なかなか合う靴がない。あっても種類が少ないので困る。
55 パート・アルバイトワーク 足が小さめで、サイズがあまりない。細いのでＥＥサイズの靴が多いので困っている。
55 パート・アルバイトワーク 足の親指の爪が巻き爪若い頃何度か手術しましたが治りませんでした。今は先の尖った靴を履かないようにしています。
55 フルタイムワーク 疲れやすい、痛みが一番困っています。好きな靴を履けないのが悔しいです。
55 パート・アルバイトワーク 幅広の靴なら大丈夫と勝手に思い込み買っていましたが、やはり合う靴がなかなかない。
55 専業主婦 幅広甲低・開帳足気味なので、デザインで選ぶと合う靴が少ない。
56 パート・アルバイトワーク おしゃれでかわいいバレエシューズは何回も購入しましたが、いつも履きづらく、履き心地が悪いので50代になってからは購入していません。
56 フルタイムワーク おしゃれな靴が履けない
56 パート・アルバイトワーク お店で買う時は、色々試して、これで良いと思って買うのだが、やはり帰って実際使い始めると、合わなかったりすることがある。
56 専業主婦 お店で履いてみて楽だと思って買っても、いざ歩いてみると痛くて困ることが多いので、どうしても無難なスニーカーになってしまう。

56 パート・アルバイトワーク
サイズが25センチあるので、なかなか欲しいデザインの靴が買えません。 最近は女の人の体格も大きくなっているのに、サイズ展開も大きなサイズを
もっと増やして欲しいです。

56 そのほか スカート、パンツ両方に合う靴が中々見つからない。雨でも晴れでも大丈夫でおしゃれな靴って余り無い。
56 フルタイムワーク その時により足の負担がかかる部分が違うようで、安定して合う靴が無い。結果数が増えるし費用負担も大きくなる。
56 パート・アルバイトワーク 左右の足のサイズが違うため、どちらかに合わさないといけない。
56 専業主婦 自分に合う靴がなかなか見つからない。
56 パート・アルバイトワーク 足の幅が広いのでデザインによって選ぶのに苦労する
56 フルタイムワーク 幅広甲高なので、足に合う靴が滅多にないのが悩み。
57 フルタイムワーク 外反母趾なので、サイズゆったり目でないと足が痛い。

57 専業主婦
靴が壊れたので履き心地が良さそうと買った靴がかえってソールが固くてセミオーダーのインソールを入れてもらい微調整までしてもらった。 靴本体よ
り高いものになってしまった。

６



年齢 働き方 靴や靴選びへの不満・悩み
57 専業主婦 甲高幅広身長が低いのに馬鹿の大足。 サイズが合うのに華奢な靴が履けない。
57 専業主婦 足のサイズが25.0cmなので、気に入ったデザインでも、店頭にないことが多いです。
57 パート・アルバイトワーク 通販購入は難しい
57 パート・アルバイトワーク 幅広、甲高な上に外反母趾なので、自分の足に合う靴がなかなか見つからない事。
57 パート・アルバイトワーク 踵が痛くなり踵にクッション性のあるソールを入れていた。それから靴を買うときは踵にクッション性のあるものを買っている、

58 フルタイムワーク
デパートで仕事用に購入した靴。外反母趾の痛みが少ないように柔らかい皮素材のものを選び購入したが仕事で室内で履くもデパートと職場の床の
素材が違っていたようで突っかかり転びそうになりロッカーの中で眠っている。私には高めの靴だったので捨てるに捨てられず残念。

58 専業主婦 巻爪なので、足の先端が圧迫されるとつらい。幅が広めの靴を選んでいる。
58 パート・アルバイトワーク 左右の足のサイズが異なるので、靴選びに苦労する。58 パート・アルバイトワーク 左右の足のサイズが異なるので、靴選びに苦労する。
58 フルタイムワーク 左右の足の大きさが数ミリ違うと思うけど、片方だけ靴が緩かったり、きつかったりする。

58 パート・アルバイトワーク
左右の足の幅と甲の高さに差があり、フィッティングの時には何ともなくても、買ってから歩いているとあたる部分が痛くなり、結局履かないでそのまま
置いている靴が結構ある。

58 そのほか 試着した時は、わからなかったのですが、履いているうちに足が痛くなる靴を買ってしまったことが何回かあります。
58 専業主婦 自分に合う靴を買ってみたい！

58 フルタイムワーク
足に合う靴を探すにも出かけるのが大変。仕事があり、休みの日は大きな店まで出かけるのも面倒。わかっているブランドの靴をネットで買うのが一番
楽だが、実際は履いてみて購入したい。

58 パート・アルバイトワーク 店で履いた時は良かったのに、家で履いてみると少しきつい時がある。
58 専業主婦 年齢が上がっても、素敵なデザインの靴を履きたいと思っています、履きやすさを兼ね備えた靴を待ち望んでいます。

59 パート・アルバイトワーク
加齢とともに、足の筋肉が低下していろんなトラブルが出てきている。オーダーのインソールや市販のインソール、価格や注文の方法など詳しく知りた
い。

59 フルタイムワーク 外反母趾なので、ヒールのあるパンプスを長時間履いていられない
59 専業主婦 左右で0.5センチ違うので靴選びは苦労する59 専業主婦 左右で0.5センチ違うので靴選びは苦労する

60 専業主婦
外反母趾になる方は毎日パンプスを履いて仕事を長年続けているキャリアウーマンだと思っていましたので、結婚で国家公務員を退職して専業主婦の
自分は外反母趾にならないと思ってい為、50歳の時にデパートの靴売り場で店員の方に外反母趾を指摘されるまで、自分が外反母趾であることに気
づきませんでした。

60 パート・アルバイトワーク 靴を買うときは必ずお店で履いてから買う。インターネットで買ったら、すごく履きにくい靴だったので。
60 専業主婦 左右の大きさが違うので、必ず調整が必要。
60 フルタイムワーク 人差し指と中指が長く指に合わすと幅が狭いためスポスポ脱げるし、足の幅に合わすと指が曲がり巻き爪になるので、いつも靴には悩んでいる。
61 専業主婦 サイズがＳＳサイズと小さいのでなかなか欲しい靴と出会えないのが悩み。
61 パート・アルバイトワーク デザインより幅重視 ４E以上でないと履けない かかとのある靴も履けない
61 フルタイムワーク 靴を選ぶとき、店員の人に聞いて一緒に選ぶことが多いが、適当な返事をする人が大半である
61 専業主婦 小さいサイズ２２．５が少ないので困っています
62 専業主婦 以前はサイズが22ＣＭなので合う靴がなかなかみつかりませんでした。
62 専業主婦 外反母趾の為左右のサイズが微妙に違うので靴選びが難しい

62 専業主婦
足のサイズが小さいために欲しいデザインが流行に入ってからでは、売り切れてしまうため、サイズのある時何足かまとめて買ったりしますが、定員さん

62 専業主婦
に笑われてしまったことがあります。

62 専業主婦 通販品は、やはり、合わせて見れないので失敗が多い
62 パート・アルバイトワーク 必ず試しに履いてから購入を決める。
63 専業主婦 偏平足で幅が広く甲が高いので、靴を買いに行っても合う靴がなく買わずに帰ることもある。ぴったりしなくても我慢することもありいつも苦労する。
64 専業主婦 下駄足なのでつま先の細い靴が履けなくて　でもハイヒールが好きで靴選びに苦労します
64 専業主婦 外反母趾があるので靴の幅が広いものを選んでいる。  足にフィットする靴を選ぶのが大変です。
64 専業主婦 始めはいいがだんだん親指の付け根が痛くなることが多い
66 専業主婦 足に合った靴を見つけるのはなかなか難しいので、合う靴に巡り合ったときは迷わず買うことにしている
66 そのほか 足幅が広く、ぴったりする靴が少ない。
66 パート・アルバイトワーク 店舗でサイズが合うと思って買っても合わないことが多い
67 そのほか その場でフィットしたと思ってもあとから合わなかったことがある。どうすればいいか思案中
67 専業主婦 現在67才で、足が大きく甲高で、履けるのがあるとまとめ買いする癖があり、最近靴を6足も買い死ぬまで履けるかどうか心配です
67 専業主婦 左右の大きさが違うので苦労する。売場では良いと思ったのに実際に履いたら痛いところが出てくる

お店ではいてみたときは履き心地がいいと感じましたが、家に帰ってから、長時間はいてみたら、足が痛くなり、足に合っていないことが分かりました。
68 専業主婦

お店ではいてみたときは履き心地がいいと感じましたが、家に帰ってから、長時間はいてみたら、足が痛くなり、足に合っていないことが分かりました。
がっかり。

68 専業主婦 横幅が広く靴のサイズが合わないときがある。
68 パート・アルバイトワーク 自分に合う靴が無く、探しているが見あたらない
68 専業主婦 前年に買ったブーツと似た色、形のを買った失敗有り
68 パート・アルバイトワーク 足に合う靴の巡り合いたい。

68 専業主婦
店で履けると思い購入するが、履いて歩いてみると、足が痛くで履けない。 値段を気にして、3万円以上の靴は買えない。買っても合うのか心配。
ウォーキングシューズで、おしゃれを楽しめるものは少ない。本当に気に入った靴は無い。

70 専業主婦 メーカーによりサイズに違いがあって、通販で買うとイマイチ、しっくりこないことが多い。
70 専業主婦 自分の足のサイズがなかなかないので、困っています。

70 専業主婦
履いてみていいなと思って買っても 初めて履いた時に途中で痛くなって 困ったことがあります。だから新しい靴を履いて外出するときはバンドエイドを
持参するようにしています。

71 専業主婦 かっこいい、靴が履けないのが残念です

71 専業主婦
ピタッときた靴に出会い、いつもと同じサイズだと思って試し履きせずに購入。でもメーカーによっては違う場合がある事に家に帰って気づいたという事

71 専業主婦
ピタッときた靴に出会い、いつもと同じサイズだと思って試し履きせずに購入。でもメーカーによっては違う場合がある事に家に帰って気づいたという事
がありました。

71 専業主婦 レインシューズをお店で履いて歩いてみたらちょうど良かったのに家に帰って使おうと思って履いてみたら痛くて履けなかった。

７


