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 www.pelleterno.com/next  にてweb上でもPelleterno 2022 Spring Summer Collectionをご覧いただけます

2022 Spring Summer collection



No. Art.no. Design
Heel

(Storm)
Size Price(税込) Material Color 35 36 37 38 39

Color

Total
Total Pelleterno 2022 Spring Summer Delivery

シープレザー(羊革) 鼻長めのスクエアポインテッドトゥ木型の美しさを生かす

深ぐりVラインの1.5cmヒールのフラットパンプス。

キッドレザー(山羊革) シンプルでどこか凛とした佇まいの一足は、甲がすっぽりと

28,000 覆われ、包み込むような履き心地。

(30,800) アッパーにはラムやキッドなど、薄く柔らかく繊細なレザーを

贅沢に使用。小さな革１枚から１足しか作ることができません。

◎21AWからの継続デザインですが、トップラインは袋縫い

からステッチ有に変更しています。

29,000 レオパードプリント ◎取り外し可のストラップ付(Art.no.BN-2)もあります。

(31,900) 　ゴートレザー(山羊革）

シープレザー(羊革) シンプルな深ぐりVカットパンプスの、取り外し可能な

ストラップ付のパンプスです。幸運を呼ぶ馬蹄のモチーフを

イメージした金具を組みわせてデザインしたオリジナルの

31,000 ストラップは、手作業でひとつひとつノットを結び、ストラ

(34,100) キッドレザー(山羊革) ップに仕上げています。シンプルながら履くととても印象的な

ストラップです。

基本同色のストラップが付きますが、IVORYにはGREIGEの

ストラップがおすすめ。上品なコンビネーションカラーで

32,000 レオパードプリント 足元をエレガントに彩ります。(同色も選べます)

(35,200) 　ゴートレザー(山羊革）

28,000 レオパードプリント 幅広スクエアトゥ木型を使用した、コロンとしてどこか可愛い

(30,800) 　ゴートレザー(山羊革） フォルムの1.5cmフラットパンプスです。

シープレザー(羊革) 足先にしっかりと厚みがあるので、指先がしっかりと踏ん張れ

履き心地をサポートします。

27,000 スムースレザー(牛革) アッパーはPelleternoオリジナルのプリントレザー。柔らかく

(29,700) ふかふかのゴートレザーに大人っぽいモノトーンのレオパード

をプリントしました。白黒に見えて実はベースはクリーム色。

カッコよすぎない、足馴染みのよい優しさのある色合いです。

シープレザー(羊革) 幅広めスクエアトゥ木型のフラットパンプス。

蹄鉄を象るように施されたチェーンの編み込みがポイント。

29,000 スムースレザー(牛革) 2021AWから継続の、オールシーズン対応のデザインです。

(31,900)
22SS新色は鮮やかな#Green。夏らしく元気なカラーリングで

足元に明るいインパクトを。

30,000 レオパードプリント TR-13で使用のレオパードレザーも選べます。

(33,000) 　ゴートレザー(山羊革）

スムースレザー(牛革) 足がすっきりときれいに見える、鼻長めのスクエアポイン

テッドトゥ木型を使用した、ミニマルなミュールタイプの

スリッポン。サッと履くだけでモードな雰囲気の足元に。

29,000 アシンメトリーのカットラインは外側からしっかりと足を

(31,900) 包み込んで支えるため、ミュールタイプでも足が抜けづらく

歩きやすいデザインです。

アッパーは目のつまったスムースな表面感のオイルレザー。

お手入れも簡単でほどよい艶が美しいレザーです。

5 BN-3 H15

#VANILLA

#BLACK

#LEOPARD

#WHITE

#IVORY(×IVORY)

#LEOPARD(×BLACK)

2

BN-2

※取り外し可能

ストラップ付

H15 #LAVENDER(×LVD)

#IVORY(×GREIGE)

H15
#GREEN

H15

#LAVENDER

サイズ展開　35…約22.5cm／36…約23.0cm／37…約23.5cm／38…約24.0cm／39…約24.5cm　※デザインや木型によって左右する場合があります。サイズのマーク表示をご確認ください

Sizeのマーク表示／●…小さめサイズ(大きめアソートがおすすめ)　▲…少し小さめサイズ(アソートをずらすほどではないが小さめ)　○…大きめで余裕のあるサイズ　表示なし…ぴったりサイズ

オーダーシート内のオレンジの塗りつぶし部分　　　はサンプルでお作りのあるサイズです

#WHITE

TR-104

3 TR-13

#GREEN

#LEOPARD

1

#LEOPARD

#IVORY

BN-1 H15



No. Art.no. Design
Heel

(Storm)
Size Price(税込) Material Color 35 36 37 38 39

Color

Total
Total Pelleterno 2022 Spring Summer Delivery

ナイロンメッシュ地 21AWのブーツでも好評をいただいた、軽くて弾力のある

(ナイロン100%)× Pelleternoオリジナルの発泡スポンジソールを使用した

シュリンクレザー(牛革) サマーブーツ。ナイロン100%のメッシュネット地を使った

H32 39,000 透け感が夏らしく、ブーツなのにブーツじゃない、不思議

S20 (42,900) だけど意外と使える一足です。メッシュ地なので素足で

履いてももちろんOK。靴下を合わせて透け感を楽しんでも◎。

ほどよく伸びて足にしっかりフィットするメッシュ地の

履き心地をお試しください。

シュリンクレザー(牛革) 21AWのブーツでも好評をいただいた、軽くて弾力のある

Pelleternoオリジナルの発泡スポンジソールを使用した

サボ風スリッポン。汚れにくくお手入れしやすい牛シュリン

H32 31,000 クレザーは軽くて柔らかく足馴染みのよいレザーです。

S20 (34,100) スポっと履けてガンガン歩ける、カジュアルだけどモード感

も併せ持つ22SSのキーアイテムになりそうな注目の一足です！

スムースレザー(牛革) 甲～足首のストラップをサイズ調節可能で、しっかり自分の

×ナイロンラフィア 足に合わせることができるため、細いストラップながら

(ナイロン100%) 見た目では想像できないフィット感を持つ一足。

トングのつりこみ角度も足への当たりを計算されており、

スムースレザー(牛革) トングが苦手な人にも優しい設計になっています。

29,000

(31,900) アシンメトリーに配置されたリング状の金具がポイントで

エレガントな足元を演出します。

金具の美しさが引き立つオールレザータイプはもちろん、

夏らしい軽やかさのあるナイロンラフィアとレザーの

コンビネーションタイプもおすすめです。

31,000 クロコダイル型押し

(34,100) フィルムレザー(牛革) ※リングなしタイプ(Art.no. OML-5)もあります

スムースレザー(牛革) 甲～足首のストラップをサイズ調節可能で、しっかり自分の

×ナイロンラフィア 足に合わせることができるため、細いストラップながら

(ナイロン100%) 見た目では想像できないフィット感を持つ一足。

トングのつりこみ角度も足への当たりを計算されており、

スムースレザー(牛革) トングが苦手な人にも優しい設計になっています。

27,000

(29,700) オールレザータイプはもちろん、

夏らしい軽やかさのあるナイロンラフィアとレザーの

コンビネーションタイプもおすすめです。

※リング付タイプ(Art.no. OML-4)もあります

29,000 クロコダイル型押し

(31,900) フィルムレザー(牛革)

#MOSS

9
OML-5

※リングなし
H40

〇

調

節

可

8
OML-4

※リング付
H40

〇

調

節

可

MS-20

#BLACK×BLACK

#SHEER BEIGE

#LAVENDER

#SHEER BEIGE

#LAVENDER

#CROCO

#CROCO

#BLACK×BLACK

#BLACK

#IVORY

#TAUPE

#MOSS

#MOSS×NATURAL

#MOSS×NATURAL

6 MS-19
#BLACK

#CREAM

#WHITE

#BLACK

7

サイズ展開　35…約22.5cm／36…約23.0cm／37…約23.5cm／38…約24.0cm／39…約24.5cm　※デザインや木型によって左右する場合があります。サイズのマーク表示をご確認ください

Sizeのマーク表示／●…小さめサイズ(大きめアソートがおすすめ)　▲…少し小さめサイズ(アソートをずらすほどではないが小さめ)　○…大きめで余裕のあるサイズ　表示なし…ぴったりサイズ

オーダーシート内のオレンジの塗りつぶし部分　　　はサンプルでお作りのあるサイズです

#BLACK

MOSS×

NATURAL

CROCO

BLACK×BLACK
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(Storm)
Size Price(税込) Material Color 35 36 37 38 39
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Total Pelleterno 2022 Spring Summer Delivery

シープレザー(羊革) 丸紐を入れて作った丸いレザーストラップを、ノットで

結んで作ったミュールサンダル。

薄く柔らかなシープレザー、キッドレザーを全体に使用し

27,000 ているため、足当たり柔らか。

(29,700) ノットで結んであるだけのため、ストラップは自由に

縦方向に移動可能で、足の骨など当たると痛みがある部分

を避けてお履きいただくことが可能です。

透け感が夏らしいデザインです。

スムースレザー(牛革) 編み込みデザインの4cmヒールレザーミュール。

抜け感もありつつ足をしっかり包み込むデザインです。

つま先部分にもアッパーがあるため、足が細くどうしても

足が前に行きがちな悩みのある方にもおすすめしたいデザ

29,000 インです。

(31,900) ヒールはまるで高さを感じさせない安定感のある4cm。

低めですが見た目に低さを感じさせないようバランスを

考え抜いた形。広めのスクエアトゥは足指でしっかり

地面を掴めるため、楽に歩け、おすすめの木型です。

※ヒール高さ1.5cmタイプもあります(Art.no.OMF-1)

29,000 レオパードプリント スポンジを使いボリューム感を出したデザインがポイント

(31,900) 　ゴートレザー(山羊革） のシンプルなミュールサンダル。トップラインは袋縫いで

スムースレザー(牛革) 足当たりよく作られています。アッパーはPelleternoの

オリジナルレザーのレオパードプリントレザーと、上品な

28,000 質感の牛スムースレザー。レオパードレザーは柔らかい

(30,800) ゴートレザーをベースにベージュの優しい色味でプリント

しました。シンプルなデザインだからこそ、素材の美しさ

や発色にこだわりたい、一足です。

スムースレザー(牛革) 編み込みデザインの1.5cmヒールのフラットミュール。

抜け感もありつつ足をしっかり包み込むデザインです。

つま先部分にもアッパーがあるため、足が細くどうしても

足が前に行きがちな悩みのある方にもおすすめしたいデザ

29,000 インです。

(31,900) こんな時代だからこそポップにカラフルに。気持ちが

あがるような綺麗な色をご用意しています。

広めのスクエアトゥは足指でしっかり

地面を掴めるため、楽に歩け、おすすめの木型です。

※ヒール高さ4cmタイプもあります(Art.no.OML-6)

29,000 レオパードプリント フラットながらエレガントで女性らしい印象をつくる

(31,900) 　ゴートレザー(山羊革） トングサンダル。細いストラップのトングサンダルは足が

スムースレザー(牛革) 揺れがちですが、甲ストラップを調整可能にしてしっかり

かかと含め３点で押さえることでホールド感を強めました。

28,000 甲ストラップの内側にはゴムもあり歩行時も楽です。

(30,800) アッパーは大人っぽいモノトーンのレオパードプリント

スムースレザー(牛革) レザー、目の詰まった美しい質感の牛スムースレザー、

×ナイロンラフィア OML-5で使用のナイロンラフィアタイプも選べます。

#BLACK

#TEA GREEN

サイズ展開　35…約22.5cm／36…約23.0cm／37…約23.5cm／38…約24.0cm／39…約24.5cm　※デザインや木型によって左右する場合があります。サイズのマーク表示をご確認ください

Sizeのマーク表示／●…小さめサイズ(大きめアソートがおすすめ)　▲…少し小さめサイズ(アソートをずらすほどではないが小さめ)　○…大きめで余裕のあるサイズ　表示なし…ぴったりサイズ

オーダーシート内のオレンジの塗りつぶし部分　　　はサンプルでお作りのあるサイズです

10 TR-12 H15

11

H15

#VANILLA

14 OMF-2

#BLACK

OMF-1

#BLACK×BLACK

H15

OML-6

#PINK

#LEOPARD

#LAVENDER

#GREEN

12 H40
#VANILLA

#VANILLA

#GREEN

#ORANGE BROWN

H40

#PINK

#ORANGE BROWN

OML-7

〇

調

節

可

#BLACK

13

#LEOPARD-BEIGE

#IVORY×BLACK

#PINK

#BLACK



※KLシリーズ：サイズ目安：Ｓ／22.0～23.0cm相当　Ｍ／23.0～24.0cm相当　Ｌ／24.0～25.0cm相当

No. Art.no. Design
Heel

(Storm)
Size Price(税込) Material Color S M L

Color

Total
Total Pelleterno 2022 Spring Summer Delivery

シュリンクレザー(牛革) 軽く、衝撃吸収力の高いEVAスポンジソールと革天板を

組み合わせた厚底フラットサンダルです。カジュアルな

印象の厚底フラットサンダルを大人の女性のための

H35 31,000 高級感ある一足に仕上げました。厚手の牛シュリンク革を

S20 (34,100) カーフベロアレザー カットオフで組み合わせたグルカサンダルは優しく足を

(仔牛革) 包み込みストレスフリーの履き心地です。素材違いは

イタリアンカーフベロア。毛足が繊細で高級感のあるレザー

です。引っかけバックルで着脱も楽です。

シュリンクレザー(牛革) 軽く、衝撃吸収力の高いEVAスポンジソールと革天板を

組み合わせた厚底フラットサンダルです。カジュアルな

印象の厚底フラットサンダルを大人の女性のための

H35 27,000 高級感ある一足に仕上げました。厚手の牛シュリンク革を

S20 (29,700) 貼りあわせたストラップをぐるっと足全体に回して履く

デザインは、足のサイズや太さに合わせてぴったりに履ける

ため、細いストラップのデザインでも安定感は抜群です。

天板もふわふわシュリンクレザーで優しい履き心地です。

マットガラスレザー(牛革) ウエッジソールと厚底EVAソールの二段ソールのサンダルは

ヒネリ金具とギボシの金具使いが高級感のある一足です。

リネン生地(麻52%,綿48%) 内側のギボシ金具で足首サイズの調節が可能。

H50 34,000 ×マットガラスレザー(牛革) 素材は定番のマットなガラスレザーと新色のリネン生地の

S30 (37,400) リネン生地(麻52%,綿48%) ２種類。リネン生地はスペインから輸入した強撚タイプ。

×カーフベロア(仔牛革) 編み地が粗く、夏らしい爽やかな雰囲気を与えます。

2022SS新色は希少なカーフベロアレザーと組み合わせました。

ベージュみのカーキが女性らしく柔らかな雰囲気の一足です。

#BLACK

#KHAKI

#WOODY BROWN

#BLACK

www.pelleterno.com/next  にてWeb上でもデザイン・色展開をご確認いただけます。

　　　　　　　◆オーダー内容確認後、弊社よりオーダー確認書をお送りさせていただきます。内容を御確認の上、内容に相違があれば３日以内にご連絡ください。

　　　　　　　◆本オーダーシートは発注書としてご使用いただけます。発注数量をご記入いただき、ＦＡＸ(03-3393-1193) かメール(eterno_pelle@ybb.ne.jp)にて弊社指定期日までにご発注ください。

　　　　　　　◆生産ミニマムに達しなかった場合や素材の手配が難しい場合等、やむをえず生産中止等が発生する場合があります。その際には分かり次第早めにご連絡いたします。ご了承ください。

　　　　　　　◆受注生産となっております。ご発注後のキャンセルはいたしかねます。

　　　　　　　◆納期は予定です。前後する可能性がありますのでご了承ください。またご希望の納期がございましたらオーダーの際にご記入ください。また変更の際はお早目にご連絡ください。

　　　　　　　◆オーダーシート内のオレンジの塗りつぶし部分　　　はサンプルでお作りのあるサイズです

　　　　　　　◆サイズは35…約22.5cm / 36…約23.0cm / 37…約23.5cm / 38…約24.0cm / 39…約24.5cm となります。但し木型・デザインによりサイズ感は変化いたしますので、Size欄表記をご覧ください。

　※以下のデザインはS・M・Lの３サイズ展開となります。ご注意ください。

15 KL-1 〇

#IVORY

17
TSS-2

(継続・新色)

#BLACK

#IVORY

※TSSシリーズ：サイズ目安：Ｓ／22.0～22.5cm相当　Ｍ／23.0～23.5cm相当　Ｌ／24.0～24.5cm相当

16 KL-2 〇

#LINEN

#KHAKI


