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 www.pelleterno.com/next  にてweb上でもPelleterno 2020 Autumn Winter Collectionをご覧いただけます



No. Art.no. Design
Heel

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

Color

Total
Total Pelleterno Autumn Winter 2020 Delivery

シープレザー(羊革) トゥ先を広めにとったスクエアトゥのローヒールで作った

足をすっぽりと包み込むバレエシューズタイプの

スリッポン。ふわふわと柔らかなラムレザーがストレス

フリーで足を包みこみます。

ローヒールですが木型のつま先を長めにすることですっきり

とした印象にしています。

足指が楽に広がり足に負担をかけず、しっかりと足が

踏ん張れる木型です。

クロコダイル型押レザー トゥ先を広めにとったスクエアトゥのローヒールの

(牛革) ローファー。

足指が楽に広がり足に負担をかけず、しっかりと足が

踏ん張れる木型です。ローヒールですが木型のつま先を

長めにすることですっきりとした印象にしています。

かかとには芯を入れていませんので、かかとを踏んで

クロコダイル型押レザー パブーシュ風にもお履きいただけます。

(牛革) クラシックなビットつきのタイプと、ミニマルで大人っぽ

い足元になるプレーンタイプの２種類。

今年らしいクロコダイル型押しがおすすめですが、

キレイ色のスムースレザーやシルキー、パイソンなど

様々な素材替えしても◎

パイソン型押し ミニマルなスクエアトゥが引き立つセパレートパンプス。

ゴートレザー(山羊革) 履き口が袋縫いになっているので足に当たりづらいつくり

×マットガラスレザー(牛革) になっています。

つま先が隠れているのでオケージョンにも対応できます。

シュリンクエナメル アッパーは再び注目を集めそうなシュリンク加工を施した

                     レザー(牛革) 柔らかなパテントレザー。エナメルの透明感のある美しい

光沢が足元を彩ります。素材違いでインパクトのある

ミントカラーのパイソンレザーもございます。

クロコダイル型押レザー 20SSより継続の細サンダルはプレフォールの時期に靴下や

(牛革) タイツを合わせてコーディネートしてほしいと思い、

今期らしいクロコダイルの型押しレザーを使用した秋冬仕様

の一足を作りました。センターのストラップを横にずらすと

また違ったデザインのようにお履きいただけます。

また、外側にずらして履くと、より安定感を増すことが

スムースレザー(牛革) できますので、細ストラップのデザインに躊躇される方にも

ぜひお試しいただきたい一足です。

秋冬の差し色になりそうなスムースレザーのご用意も

あります。

細いストラップのデザインですが、足を点で支えるよう

デザインされており、見た目よりも遥かに安定感があります。

29,000

28,000

#CROCO-BLACK

#PINK

H60

#ORANGE BROWN

#TAUPE

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(アソートをずらすほどではないが大きめ)　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

#RED

#CAMEL

#CROCO-BLACK

#CROCO-CHOCO

#CROCO-BRICK

#TAUPE

#CROCO-CHOCO

#CROCO-BLACK

#PYTHON-GRAY

#BLACK

1 H15 ○ 29,000

#CROCO-BRICK

#BLACK

28,000

3 TR-7 H15 〇

#PYTHON-MINT

2 H15 ○

TR-3S

(ビット無し)

TR-3

(ビット有り)

28,000

29,000

TR-6

29,000

4
OM-5

(継続・新色)

#CROCO-BRICK
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Total Pelleterno Autumn Winter 2020 Delivery

キルティングラムレザー アシンメトリーのカッティングが履き心地に定評のある

(羊革) Pelleterno定番のプレーンパンプスのデザインを、柔らかな

ソフトラムレザーを使用したキルティングのデザインにアレン

ジしました。冬の足元に美しい色味とインパクトのあるボリュ

ームを与える一足です。とにかく柔らかくずっと触っていたく

なるようなラムレザーの質感をお楽しみください。

飛び出たかかとのデザインは、プレーンパンプス(ORW-1)

同様、かかとを支えてくれる効果があります。

シープレザー(羊革) とにかく柔らかく、ストレスフリーな履き心地の

ミュールパンプスは、美しい肌目のシープレザーをふんだん

に使用しギャザーを寄せることで程よいボリューム感を

出しました。びっくりするほど柔らかな履き心地を

ご堪能ください。

ソフトエナメルレザー 見た目はもちろん、なにより履き心地の評判の高いアシンメ

(豚革) トリーカッティングのデザインのプレーンパンプスです。

アシンメトリーのカッティングは足を綺麗に見せてくれると

とともに、痛くなりやすい骨の部分を避けてくれるので、

外反母趾気味の方にもぜひお試しいただきたい一足です。

アッパーはしわエナメルの他、少量から別注も可能です。

シュリンクシープレザー 指先にゆとりのあるスクエア木型を使用した、

(羊革) センターシームのショートブーツです。センターシームには

あえてデザインとしてジグザグステッチを入れ、ほどよい

インパクトを。ヌメ革のコバピースとスタックヒールが、

見た目はもちろん、安定感のある履き心地を実現します。

シュリンク加工を施し、柔かくふわふわした質感に仕上げた

シープレザーを贅沢に使用し、足に吸い付くような履き心地

です。

パイソン型押し 極限までステッチをなくしたデザインで、細部まで女性

ゴートレザー(山羊革) らしい柔らかさを持たせた、シンブルに見えてこだわりの

ソフトシュリンクレザー 詰まった美しいシルエットの一足です。

(牛革) 細いヒールはセットバックヒールといって重心がかかとに

乗りやすい形になっているので、細い割に安定感があり

ヒールを感じさせない履き心地となっています。

カーフオイルレザー インパクト抜群のミント色のパイソンレザーの他、

(仔牛革) シュリンクが美しいソフトレザーや、カーフレザーなど

ゴートシュリンクレザー 様々な素材のご用意がございます。

(山羊革) AW-9のアッパー素材との乗せ替えが可能です。

パイソン型押し ボリュームのあるEVAソールとウエッジソールのＷソール

ゴートレザー(山羊革) のショートブーツです。極限までステッチをなくした

ソフトシュリンクレザー デザインは細部まで女性らしい柔らかさを持たせた、

(牛革) シンプルに見えてこだわりの詰まった美しいシルエットです。

H75 アッパーには柔らかなカーフレザーやシュリンクが特徴の

S18 ゴートレザーを使用。

カーフオイルレザー 柔らかなアッパーと、衝撃を吸収してくれるＷソールで

(仔牛革) 長時間履いても疲れにくいブーツです。

ゴートシュリンクレザー AWS-2のアッパー素材との乗せ替えが可能です。

(山羊革)

#BLACK

36,000

42,000

8 PSC-1 H65 ○ 38,000

AWS-29 H70

#BLACK

#COGNAC

#BROWNAW-9

#TAUPE

#BROWN

48,000

#COGNAC

#PYTHON-MINT

#BLACK

#TAUPE

30,000

#IVORY

#CAMEL BROWN

#D.BROWN6 H70

10

#CAMEL

#PYTHON-MINT42,000

5 ORW-2 H70 ○

ORW-3

#YELLOW

#CAMEL BROWN

#BLACK

#BEIGE

7

#BEIGE

#WHITE

26,000 #PURPLEH70
ORW-1

(継続・新色)

32,000
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クロコダイル型押し バックスリットに施したＬ字の金具がポイント。綺麗な形の

                    レザー(牛革) ポインテッド木型を生かしたシンプルなフォルムにバック

ジップとＬ字金具のエッセンスを加え、ミニマルな美しさを

表現しました。美しい光沢でお手入れも簡単なオイルレザー

牛スムースレザー(牛革) は履き込むほどに上品な質感になり経年変化を楽しんでいただ

ける上質なレザー。ゆったりめのポインテッドの木型は幅広の

お客様にも安心のPelleternoのベストセラーです。2020AWは

クロコ型押レザーでクラシックな足元に！

※クロコ型押しは部位によって光沢や型押しの質感が変化し

ます。ご了承ください

ソフトスムースレザー 足元にほどよいボリュームを与えるよう計算されたミディア

(牛革) ムショート丈のブーツは、足元でぐしゅぐしゅっとさせても

よし、トップを折り返してもよし、様々な履き方をしていた

だける一足に仕上げました。柔らかく仕上がるよう、裏の

シープシルキー(羊革) 素材にもひと工夫を加え、よりソフトに、よりアレンジを

しやすいようにお作りしました。ジャンプスーツをインしたり

ボリュームのあるソックスを合わせて楽しんだり。筒幅が広め

なので、足の太さを気にせずお履きいただけます。

クロコダイル型押しレザー 2020AWのトレンドとなりそうなロングブーツ！

(牛革) しばらくロングブーツから離れていた足元には、こんな

柔らかいくしゅくしゅにできるレザーはいかがでしょうか。

シュリンク加工を施したレザーをさらに柔らかく加工し、

使用する裏革もソフトになるようひと手間をかけました。

もうひとつの素材、2020AWにおすすめのクロコダイルの型押

ソフトシュリンクレザー レザーは柔らかさは劣りますがこの一足で今年らしい足元に

(牛革) なること間違いなし。

ジャンプスーツをインしたり、バミューダパンツに合わせ

たり。今年らしいコーディネートには必須の一足です。

ストレッチコーデュロイ生地 ストレッチコーデュロイ生地を使用したニーブーツです。

(綿98%, PU2%) 縦畝で縦のラインを強調し、足をすっきりと長く見せてくれる

効果を持たせました。バックジッパー付きなので、

ストレッチブーツにありがちな脱ぎ履きでもたつきません。

ジッパーを下ろさずに履くこともできます。足元にまるで

ブランケットを掛けているかのような暖かさもポイントです。

バックジッパーの周りはしっかりとしたオイルレザーなので

ずるずると下に落ちてこないようになっています。

シュリンクヌバック(牛革) Pelleterno定番のナナメロングブーツです。シュリンクヌバック

×キッドレザー(山羊革) はシボが空気を含み、お布団にくるまれているような暖かな

履き心地。くるくると巻いてもしわになりづらいので旅行に

持って行ったり、収納もラクチン。カーフレザーのタイプも。

カーフオイルレザー(仔牛革) ※濃色のシュリンクヌバックは初めのうちは色落ちしやすいの

×キッドレザー(山羊革) で防水スプレー等で色止めをおすすめします

11
GS-17

(継続・新色)

#D.BROWN

#BRICK

#D.BROWN

#IVORY

H70 〇

#CROCO-BLACK

36,000

#TAN

38,000
#CROCO-CHOCO

#BLACK

13

#BROWN

15

14
AW-8

(継続・新色)
H70 〇

48,000

44,000

AWS-1

48,000

#BROWN

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(アソートをずらすほどではないが大きめ)　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

12 AP-6 38,000H60

#CROCO-BLACK

#CROCO-BRICK

#DEEP GREEN

GLL-1

(継続)
46,000

#NAVY

#BLACK

H25

H70 #CROCO-CHOCO

#TAUPE

#BROWN



No. Art.no. Design
Heel

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

Color

Total
Total Pelleterno Autumn Winter 2020 Delivery

カーフオイルレザー(仔牛革) 小さなスタッズを施したインポートの革コバがポイントの

×スタッズ付ウェルト チェルシーブーツ。モードな中にもPelleternoらしい

曲線のサイドゴアなどの女性らしいラインが含まれており

ハード過ぎないのが人気の要因。アッパーにはごく薄く軽い

カーフレザーを使用、足に吸い付くような履き心地です。

水染めのカーフなので、雨染みになりづらいのも特徴です。

履くたびにツヤがあがり、長くお履きいただけるブーツです。

カーフオイルレザー(仔牛革) 大人気商品であるMS-13をブラッシュアップ。ボリュームの

ある厚底ソールを使用したブーツは19AWに何度も追加がかか

った人気商品。アッパーはBLACKは定番の水染めのカーフオ

H50 イルレザー。雨染みになりにくく、お手入れもしやすいレザー

S35 オイルレザー(牛革) で水に強いEVAソールとの組合せで雨の日も安心です。

※防水機能はございません

厚底スポンジが衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても

疲れづらいのも人気の理由です！

カーフガラスレザー モンクストラップシューズのモコモコムートンver.。

（仔牛革) ボリューミーな足元の遊びのある素材使いですが、

×ムートン(羊毛皮) メンズのドレスシューズ職人の手による作りの為、

とてもしっかり、長くお履きいただけます。

カーフガラスレザー ストラップのバックルの内側にはゴムが入っているので

（仔牛革) 甲のサイズにぴったりと合わせてお履きいただけます。

カーフガラス(仔牛革) 細やかなギザコバもエレガントです。柔らかなカーフガラス

×オイルレザー(牛革) を使用した定番タイプやコンビカラーも。

16
MS-13

(継続)
H30 ● 39,000

#BLACK

#D.BROWN

34,000

32,000

#MOUTON

Tel: 03-3393-1197    Fax: 03-3393-1193   Email: eterno_pelle@ybb.ne.jp

　　　　　　　◆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。

◆お問い合わせ先◆

Eterno co.,ltd. 　有限会社エテルノ　 長岡・長谷川

17
MS-14

(継続・新色)
● 39,000

#BLACK

　　　　　　　◆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。

18
MS-11

(継続)
●

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。

　

　　　　　　　◆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。

　　　　　　　◆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。

　　　　　　　◆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。

　　　　　　　◆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

　　　　　　　◆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。また納期変更の際は早目にご連絡ください。

H15

#BLK/WHT

#BLACK


