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 www.pelleterno.com/next  にてweb上でもPelleterno 2021 Spring Summer Collectionをご覧いただけます

2021 Spring Summer Collection



No. Art.no. Design
Heel

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

Color

Total
Total Pelleterno 2021 Spring Summer Delivery

シープレザー(羊革) 鼻長めのスクエアトゥは今期注目の木型。美しい木型を生かし

シンプルかつ凛とした美しさを持つ一足に仕上げました。

トップラインはふくろ縫いですっきりとした印象に仕上げると

同時に履き心地にも配慮。

甲をしっかりと覆うデザインと細めで女性らしいカーブを描く

ヒールとのコントラストが美しい一足です。

アッパーは柔らかなシープレザーを贅沢に使用したタイプと

Pelleternoオリジナルのゴートレザーにゼブラプリントをした後

ゴートレザー(山羊革） パイソン型押しをした手間暇かかった大人っぽいゼブラ柄レザー

ゼブラ柄×パイソン型押 の２種類です。

シープレザー(羊革) 足入れのいいスクエアトゥ木型を使用したパンプスは、

毎年人気のデザイン。アシンメトリーのカッティングが

足を綺麗に見せてくれるとともに、骨に当たりやすい位置を

うまく避けるよう計算されたカッティング。

また、かかとの立ち上がりのデザインもかかとをしっかりと

支えてくれる効果あり。平べったいかまぼこ型のヒールは

キッドレザー(山羊革) セットバックヒールと呼ばれる重心がうしろに来るタイプの

ヒールでヒールが苦手な方でも重心がとりやすく

パイソンプリントレザー 安定感のあるヒールの形です。

(山羊革)

ナイロンネット地 幅広スクエアトゥ木型で足をすっぽりと包み込む涼しげな

(ナイロン100%) ナイロンメッシュのスリッポンをつくりました。

×キッドレザー(山羊革) 柔らかなナイロンメッシュと柔らかなレザーのコンビネーシ

ョンでストレスフリーに足を包み込みます。

通常の靴のつくりと違い、つま先の芯を入れていないので

よりつま先がとても楽！

真夏でも蒸れず、快適にお履きいただけます。

※強度の高いメッシュを使用しておりますが引っかけにはご注意ください。

ハラコ(牛毛皮) 足首にぐるぐると巻くタイプのレースアップシューズは

×シープレザー(羊革) 実は紐が取り外せる2WAY。紐なしでスリッパタイプの

パイソンプリントゴート ミュールとしてもお履きいただけるよう、紐の通し穴にも

レザー(山羊革) 工夫が。紐を取ってしまっても目立たないようになっています。

×ゴートレザー(山羊革) コーディネートに合わせて様々に表情を合わせて

自在にお履きいただける、使える一足です。

リザード型押しレザー 定番人気のローファースリッポンを今期らしいカラフルな

(牛革) レザーにアップデート。いつも通りかかとを踏みつけて

パブーシュタイプとしてもお履きいただけます。

つま先まで幅広めのスクエアトゥなので足指が楽なので

スムースレザー(牛革) しっかりと踏ん張りながらお履きいただける形です。

小さ目の大きさが上品な、デットストック型から復刻した

シュリンクレザー(牛革) ビットは、トラッドすぎずスタイルを選びません。

ビット無しのタイプ(品番：TR-3S)もオーダー可能です。

1

28,000

#ZEBRA29,000

#WHITE

#BROWN

4

26,0003 TR-8 〇H15

#BLACK

#YELLOW BEIGE

#CREAM BEIGE

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

TR-9

#WHITE

2
ORW-1

(継続・新色)
H68

〇 29,000

#BROWN

H15

#LIME

#PY-BROWN

#CHEETAH

#PYTHON

#LZ-WHITE

#LZ-D.BROWN

#MINT

#BEIGE

ON-1 H60

5

TR-3

(継続・新色)

※ビット無しも可能

(品番：TR-3S)

H15 〇 29,000

26,000

30,000

紐なしでも履けます
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シープレザー(羊革) サボタイプの厚底ヒールサンダル。

ヒール高めに見えて実は高低差は6cm。厚底が地面の衝撃を

吸収し見た目よりとっても楽にお履きいただける一足です。

H80 足をふんわり柔らかく包み込むアッパーはシープレザー。

S20 センターシームでしっかりと甲に沿うラインを作り出すことで

足全体をしっかりとホールドし、履き心地をサポートします。

素上げ仕様のスタックヒールとの組合せも夏らしく。

パイソンプリントネオレザー アッパーを中底まで巻き込んだステッチングがポイントの

(ポリウレタン100％) スクエアトングサンダル。

×キッドレザー(山羊革) シンプルながらしっかりと足元のポイントになるトングの

デザインに水ヘビプリントのサスティナブルなネオレザー(※)を

パイソンプリントネオレザー 合わせました。(※人工皮革)

(ポリウレタン100％) 中底のステッチでふんわりと足を包み込む

×シープレザー(羊革) 履き心地です。ヒールも4cmと低く、足もしっかり包み込む

ため、ヒールが苦手な方にもお履きいただきやすい一足です。

ゴートレザー(山羊革） 細いストラップで安定した履き心地を追求した

ゼブラ柄×パイソン型押 ヌーディーなサンダル。20SS、20AWととても人気だった

ゴートエンボスレザー デザインです。華奢な見た目とは裏腹に安定した履き心地

(山羊革) で、店頭スタッフの方のお買い上げも多い一足。

キッドレザー(山羊革) 足指を支えるストラップは足指をしっかりホールドできる

ななめの角度に。また、甲のストラップと足首ストラップは

スムースレザー(牛革) バックルでご自分の足にぴったりのサイズに調節可能。

さらに甲(中心の)ストラップにはゴムが入っているので

歩いたときもほどよいホールド感で楽にお履きいただけます。

しっかりと足を点で支えるデザインとほどよい高さ(6cm)の

ヒールの絶妙なバランスで、どんなコーディネートでも

絶妙な"抜け感"を演出します。

ゴートレザー(山羊革） 大人気のOM-5をベースに、ヒール4cmの低めタイプを

ゼブラ柄×パイソン型押 作りました。高いヒールは苦手、という方でもお履きいただける

ゴートエンボスレザー 4cmヒールは今年らしいおちょこのような形のヒール。

(山羊革) 低いヒールでもダサく見えません。

キッドレザー(山羊革) ストラップの仕様はOM-5と全く同じ。甲のストラップも

自由にサイズ調整していただけます。

スムースレザー(牛革) ヒールが低い分、少しだけ木型をスクエア強めに。

すこしだけモードなテイストでかっこよく履いていただけます。

また、スクエアが広がった分足指はもっと楽に。

足指が広がることによってしっかりと足が踏ん張れるようになり

履き心地はさらにアップ。

アッパーはOM-5と共通でたくさんの色からお選びいただけます。

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

#BEIGE

7

6 ARS-12 30,000

#WATER BLUE

#BLACK

OMS-1 H40

#APPLE GREEN

#WHITE

#BROWN

#PYTHON

29,000

28,000

#YELLOW

#SHEER BEIGE

#YELLOW

#ZEBRA

#ZEBRA

#APPLE GREEN

28,000

#BROWN

#WATER BLUE

#BEIGE

#SHEER BEIGE

#BROWN

#WHITE

8
OM-5

(継続・新色)
H60

〇

調

節

可

9 OML-2 H40

〇

調

節

可

29,000

28,000



No. Art.no. Design
Heel

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

Color

Total
Total Pelleterno 2021 Spring Summer Delivery

キッドレザー(山羊革) ヒール4cmのスクエアトゥは、ヒールの低さを感じさせない

曲線の強い細めのヒールと、足指をしっかり広げて

シープレザー(羊革) 踏ん張ってお履きいただける広めのスクエアトゥがポイント

の新木型。一見シンプルなミュールサンダルに見えるデザイン

は実は隠れたトングのデザイン。トングタイプが苦手な

方にも履いていただけるよう工夫したこだわりのデザインで

シンプルながらホールド感抜群、履き心地抜群の一足に仕上

げました。ぜひ一度お試しいただきたい一足です。

ナイロンネット地 柔らかで涼しげなナイロンメッシュを使用したミュールサン

(ナイロン100&) ダルは、メッシュ地が足全体を優しくストレスフリーに

×スムースレザー(牛革) 包み込み、それを甲のベルトでしっかりとホールドする

デザイン。甲のストラップは調節可能で、しっかりと自分の

足に合わせて無理なくお履きいただけるよう設計されていま

す。メッシュの透け感がスポーティーにもセクシーにも

様々なテイストに合わせてお履きいただける万能な一足です。

※強度の高いメッシュを使用しておりますが引っかけにはご注意ください。

シープレザー(羊革) ソフトなレザーで文字通り足を包み込むような優しいトング

サンダルです。ソールをぐるり一周した革巻のコバがポイント。

ソフトオイルレザー 袋縫いで極限まで足に負担をかけないよう、きわめて

(牛革) 柔らかく足に吸い付くような１足に仕上げました。

裏まで贅沢にアッパー同革で仕上げた高級感のある一足です。

革コバが広いため、今まで足が大きく入るサイズが無かった方や

甲薄の為緩くて履けなかった方なども、サイズを下げて履ける為

より幅広い足の形のお客様へ訴求できます。

メタリックレザー(牛革) グルカサンダル(亀の子メッシュのサンダル)は、かつて

ネパールの山岳部隊が履いていたサンダルからきたデザインで

スムースレザー(牛革) 山登りにも耐えられるよう足をしっかりと包み込み、かつ

メッシュで風通しよくデザインされたサンダルです。

普通のサンダルに比べて足が出ている面積が少なくつま先が

隠れているため、サンダルとスリッポンの間のような見え方

でのコーディネートをすることができます。脱ぎ履きは引っ

かけるだけのバックルで簡単に。

シュリンクレザー(牛革) サボサンダル(ARS-12)のセンターシームのデザインと同じ

シリーズのフラットサンダル版。太目のヌメ革のコバピース

がポイントのフラットサンダルシリーズは今期のPelleternoの

一押しのデザイン。足元にほどよいボリュームと大人っぽさ、

高級感を与えます。

デザインはシンプルながらセンターシームでしっかりと甲の

ラインをホールドするデザイン。フラットながら、シームが

足を綺麗に見せてくれます。

28,000

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 OML-1

#BLACK

#IVORY

H5 30,000

#BLACK

#BROWN

13 AD-3

#SHEER BEIGE

AD-1

(継続・新色)

11 H60

12

#BLACK

H40 28,000

#AZURE BLUE

#WHITE

OM-6

H5

H5

14 AE-1 26,000

#GOLD

#BROWN

#MIST BLUE

#BLACK

#BEIGE

30,000

親指ループ：よりホールド感の高い

角度へブラッシュアップしました
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スムースレザー(牛革) インソール部分にウエスタンのデザインを盛り込んだ

変形トングサンダル。置いてある時はウエスタンのデザインが

映えるデザインですが、履くとシンプルなトングサンダルに。

親指ではなく人差し指から小指までの４本をホールドする

タイプのトングのデザインは足指が広がりすぎず、足が綺麗に

見えるようデザインされています。また、様々な足の幅や形に

スムースレザー(牛革) 合うよう、木型を回り込むような形で釣込んでいます。コンチョ

×パイソンプリントレザー 付の引っかけるだけのストラップは２段階調節が可能です。

スムースレザー(牛革) ターンロックが大人っぽいトングサンダル。

ステッチ入りの太めのヌメコバピースとトング部分のノットの

デザインがポイントの一足です。

トング部分は人によって長さが違うことも多く、人によって

きつかったり緩かったりするのが悩みの種でした。そこで

※金具の色表記 ノットを作ることによって、それぞれの足の形に合わせて

S:SILVER / G:GOLD ノットで長さを調節できるようにしました。足首のサイズ調整

は内側のギボシ金具でしていただけます。

※サイズ参考：Ｓ／22.0～22.5cm相当　Ｍ／23.0～23.5cm相当　Ｌ／24.0～24.5cm相当

No. Art.no. Design
Heel

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

Color

Total
Total Pelleterno 2021 Spring Summer Delivery

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。

シープガラスレザー(羊革) 内側のギボシ金具で足首サイズの調節が可能。

H50 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 スペイン製麻混生地 ２種類。リネン生地はスペインから輸入した強撚タイプ。

(麻52%,綿48%) 編み地が粗く、夏らしい爽やかな雰囲気を与えます。

×オイルレザー(牛革) ２段のソールがしっかりと足元の衝撃を吸収してくれる為

旅行や長く歩く日にも履けるととても人気のサンダルです。

スムースレザー(牛革) 人気のウエッジソールと厚底EVAのWソールに

×パイソンプリントネオレザー 20SS、20AWと大人気のOM-5の細ストラップのデザインを

(ポリウレタン100%) のせました。ボリュームのある厚底と華奢なストラップの

H50 コントラストが今年らしいバランスです。

S30 バックルでサイズが調節可能なため、幅狭の方から幅広の

方まで無理せずお履きいただける、デザインと履き心地を

兼ね備えた一足です。アウトソールはクレープ状の合成底

で滑りにくいのもポイントです。

#ECRU

#LINEN

　※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 AE-2 H5 〇

#SHEER BEIGE

#CAMEL

#BLACK

#BLACK

17
TSS-2

(継続・新色)
34,000

#BLACK

#BEIGE

#PY-CAMEL

#PYTHON

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。

#FOREST GREEN(G)

18 TSF-1

〇

調

節

可

32,000

#BLACK(G)

16 AE-3 H5 〇

#CAMEL(S)

29,000

29,000


