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(Storm)
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Color
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撥水ベロアレザー(牛革) 某有名ブランドのドライビングシューズにも使用されている

※裏なし一枚仕立て 発色豊かな撥水加工のイタリアンベロアレザーを使用した

裏なし一枚仕立てのローファーです。アッパーの裏面に

レジン加工を施すことにより、裏なしのデザインが実現しました。

30,000 スムースレザー(牛革） 裏革が無いため、足当たりが柔らかく履き心地抜群です。

(33,000) ※裏なし一枚仕立て さらに中底には全面に衝撃吸収に優れたスポンジを敷いています。

素材は他に金具が引きたつ牛スムースレザーも。

コインローファーをイメージした金具のデザインがポイントです。

※履き初めの数回は色落ちにご注意ください

※金具：全てGOLD

撥水ベロアレザー(牛革) 某有名ブランドのドライビングシューズにも使用されている

※裏なし一枚仕立て 発色豊かな撥水加工のイタリアンベロアレザーを使用した

裏なし一枚仕立てのローファーです。アッパーの裏面に

28,000 レジン加工を施すことにより、裏なしのデザインが実現しました。

(30,800) スムースレザー(牛革） 裏革が無いため、足当たりが柔らかく履き心地抜群です。

※裏なし一枚仕立て さらに中底には全面に衝撃吸収に優れたスポンジを敷いています。

クロコダイル型押し 素材は他に合わせやすい牛スムースレザー、クロコダイル

レザー(牛革) 型押しレザーも。※履き初めの数回は色落ちにご注意ください

29,000 グラデーションリザード ポインテッドとスクエアトゥを組合わせたような

(31,900) プリントレザー(豚革) 鼻の長さがエレガントなフラットシューズです。

撥水シープシルキー(羊革) 木型の美しさを生かすシンプルな深繰りVのカッティングで

究極にシンプルかつ上質なエレガントを表現しました。

足をすっぽりと包み込むカッティングは、らくちんな

28,000 履き心地とは裏腹に、足を綺麗に長く見せてくれます。

(30,800)
木型はポインテッド気味ですが足先に余裕を持たせている

シープシルキー(羊革) ので足先楽にお履きいただけます。

取り外し可能のストラップ付タイプ(BN-2S)もございます。

29,000 丸クロコ型押しレザー

(31,900) (牛革) :

32,000 グラデーションリザード BN-1のストラップ付タイプです。

(35,200) プリントレザー(豚革) ストラップ金具は22AW仕様にブラッシュアップされ

撥水シープシルキー(羊革) 大き目の引っかけ金具に変更となりました。よりインパクトの

あるボリュームのある金具が素材を引き立てます。

ストラップは簡単に取り外しが可能です。

31,000 ※ストラップはサイズ調節できません。

(34,100)
アンクレット感覚のゆるめのサイズ感です。

シープシルキー(羊革) アンクレットとしてもご使用可能です。

撥水防汚加工を施したシープシルキーや、丸クロコの型押しの

丸クロコ型押しレザー カーフレザー、グラデ―ションカラーが綺麗なリザードの

32,000 (牛革) プリントレザーなど様々な素材をご用意しております。

(35,200) ※金具の色表記  (S)SILVER / (G)GOLD

1

#VELOUR-OLIVE

#BLACKOE-1

#BEIGE-GRAD LIZARD

BN-1

(継続・新色)

BN-2S

※取り外し可能

ストラップ付

#D.BROWN

#KHAKI GRAY

3

#BLACK

2 OE-2

H20

H20

#VELOUR-OLIVE

#CROCO-BEIGE

#VELOUR-BROWN

#VELOUR-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　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

#ORANGE(G)

#BLACK(G)

H15
#BLACK

#CROCO-S.BEIGE

●(G)

H154

#BEIGE-GRAD LIZARD

●(S)

#KHAKI GRAY(S)

#ORANGE

#CROCO-S.BEIGE

#D.BROWN(G)

●印のストラップは

スムースレザーとなります
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30,000 グラデーションリザード フラットのBN-1を6cmのほどよい高さのヒールパンプスに

(33,000) プリントレザー(豚革) 載せ替えました。木型の美しさを生かすシンプルな深繰りな

撥水シープシルキー(羊革) Vのカッティングで、究極にシンプルかつ上質なエレガントを

目指しました。鼻長めのスクエアトゥは、足先に余裕を

持たせているのでと足先楽にお履きいただけます。

29,000

(31,900) アッパーは撥水防汚加工を施したシープシルキーや、丸クロコ

の型押しのカーフレザー、グラデ―ションカラーが綺麗な

シープシルキー(羊革) リザードのプリントレザーなど様々な素材をご用意して

おります。

丸クロコ型押しレザー 取り外し可能のストラップ付のタイプ(ONJ-2)もございます。

30,000 (牛革)

(33,000) ※前シーズンのON-2とはヒールやおつくり等変更した

新しいご提案のパンプスとなります。

33,000 グラデーションリザード ONJ-1のストラップ付タイプです。

(36,300) プリントレザー(豚革) ストラップ金具は22AW仕様にブラッシュアップされ

撥水シープシルキー(羊革) 大き目の引っかけ金具に変更となりました。よりインパクトの

あるボリュームのある金具が素材を引き立てます。

ストラップは簡単に取り外しが可能です。

32,000 ※ストラップはサイズ調節できません。

(35,200)
アンクレット感覚のゆるめのサイズ感です。

シープシルキー(羊革) アンクレットとしてもご使用可能です。

撥水防汚加工を施したシープシルキーや、丸クロコの型押しの

丸クロコ型押しレザー カーフレザー、グラデ―ションカラーが綺麗なリザードの

33,000 (牛革) プリントレザーなど様々な素材をご用意しております。

(36,300) ※金具の色表記  (S)SILVER / (G)GOLD

　　シープレザー(羊革） 大人っぽい雰囲気でお履きいただけるローファー風の

　 　×ソフトスムース(牛革) スリッポンです。甲に当たるベロ部分にはクッションを

　　 クロコダイルフィルム 入れ、足当たりがふんわりと柔らかく仕上がるように

 　　レザー(牛革)×スムース デザインしました。ステッチをインステッチにする

　　撥水シープシルキー ことにより、シャープな木型でありながら優しさのある

29,000 　　(羊革） デザインになっています。

(31,900) シャープかつどこかモードな印象のコンビカラーと、

素材と木型の美しさを際立たせるワンカラーのタイプと

　　スムースレザー(牛革) 全く印象の異なる２つのバージョンをご用意。

毛足の美しいシープシルキーは、染めの段階で撥水加工を

しております。

#CROCO-S.BEIGE

#BLACK

#D.BROWN

#KHAKI GRAY(S)

#D.BROWN(G)

#BLACK(G)

#ORANGE(G)

#KHAKI GRAY

#D.BROWN

#BEIGE-GRAD LIZARD

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

H15

#CHOCO×WHITE

#SAND BEIGE

7

#BEIGE-GRAD LIZARD

●(S)

#ORANGE

#BLACK5 ONJ-1 H60

6

ONJ-2

※取り外し可能

ストラップ付

H60

BN-4

#KHAKI GRAY

#CROCO-S.BEIGE

●(G)

#BLACK×WHITE

スムースレザーとなります

●印のストラップは

スムースレザーとなります

単

色

コ
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ヌバックレザー(牛革) シンプルな中に職人技が詰め込まれたロングブーツです。

丸みを帯びたスクエアラウンド木型は22AWの新木型。

スムースナッパ調レザー 柔らかく仕立てたナッパ調のレザーや透明感のあるオリジナル

52,000 (牛革) ヌバックレザーを最大限に生かす為、トップラインを手間も

(57,200) 技術も必要な折り返し仕様に。ふんわりとした折り返しの

ディテールが柔らかなレザーをより柔らかな足当たりに仕上げて

くれています。かかとにつけたタブは履く際にかかとを落とし

やすくする為のデザイン。指で引っ張ってご使用ください。

撥水ベロアレザー(牛革) 某有名ブランドのドライビングシューズにも使用されている

※裏なし一枚仕立て 発色豊かな撥水加工のイタリアンベロアレザーを使用した

裏なし一枚仕立てのブーツです。アッパーの裏面に

39,000 レジン加工を施すことにより、裏なしのデザインが実現しました。

(42,900) ソフトスムースレザー トップラインも折り返し仕様でストレスフリーな履き心地に。

(牛革） ヒールは4cmの低めながら角に丸みを持たせ木型に合わせた

※裏なし一枚仕立て 優しいイメージに。素材は他に柔らかなスムースレザーも。

※履き初めの数回は色落ちにご注意ください

ヌバックレザー(牛革) ストレートな太めの筒がボリューミーなロングブーツ。

大人っぽいポインテッドトゥと細ヒールのエレガントさに

スムースナッパ調レザー 太くストレートな筒のボリューム感のバランスが今っぽい

48,000 (牛革) 一足です。木型はポインテッドですが、甲でしっかりと押さえる

(52,800) 設計にしているため足指が痛くなりません。切替えを全て袋縫い

にすることによりミニマルで女性らしい柔らかさを表現。

リサイクルエコファー 22AWおすすめのヌバックレザー、柔らかなナッパ―調レザー、

(再生ポリエステル100%) そして遊び心満載のエコファータイプもございます。

ヌバックレザー(牛革) ストレートな太めの筒がボリューミーなロングブーツ。

AP-7をベースに、足首に取り外し可能なストラップを付けました。

スムースナッパ調レザー 太くストレートな筒のボリューム感のバランスが今っぽい

51,000 (牛革) 一足です。ストラップ金具はフラットパンプスのBN-2Sと同じ

(56,100) もの。簡単に取り外しが可能なので、スタイリングによって

取り外したり、色んなイメージでお履きいただけます。

リサイクルエコファー

(再生ポリエステル100%) ※金具：すべてGOLD

オイルレザー(牛革) Pelleternoのベストセラー、角金具つきのショートブーツです。

幅と高さを持たせたポインテッド木型は幅広めなのにしっかりと

足を包み込む甲のラインでヒールの高さを感じさせない

履き心地に定評がある、大変人気のデザインです。

36,000 足首が広めで余裕があるため、足が細く綺麗に見えるのも

(39,600) ポイント。ソックスなどを合わせたり、スカートでもパンツでも

どんなスタイルでも邪魔せずクラス感を与えてくれます。

お手入れ簡単で育っていくオイルレザー。長く履ける一足です。

22AWの新色は深みのカーキ色です。

※金具：すべてGOLD

#SAND BEIGE

#D.BROWN/FUR

#BLACK

#D.BROWN

#VELOUR-BROWN

#BLACK

#D.BROWN/FUR

#BEIGE

#KHAKI GRAY

#D.BROWN

#BLACK

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

8 KR-1
#BEIGE

#D.BROWN

#BLACK

H43

10

9 KR-2 〇

〇

H43

H60
AP-7

(継続・新色)

#VELOUR-OLIVE

11 AP-8 H60

#BLACK

#GREIGE

12
GS-17

(継続・新色)
H68

#BEIGE

#D.BROWN

#TAN
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スムースナッパ調レザー 女性らしいエレガントさとクラシック感のバランスをイメージ

(牛革) した、シンプルなロングブーツです。ステッチをなるべく少なく

することで女性らしい優しさと柔らかさを出しながらも、

54,000 バックテープやタブ、トゥ先の切り替えのデザインで上品すぎず

(59,400) ヌバックレザー(牛革) シンプルな中にPelleternoらしさの詰まった一足となりました。

素材は柔らかなナッパ調レザーとオリジナルのヌバックレザー。

透明感のある色とこだわりの下地でしか表現できないヌバックの

美しい毛足を堪能できる一足です。

シュリンクレザー(牛革) 21AWも人気だったトラックソールブーツです。

Pelleternoオリジナルのソールは発泡スポンジを使用しており

とても軽いのが特徴。

H32 51,000 ソールにほどよいボリューム感をもたせつつ、革は柔らかく

S20 (56,100) 足を包み込み、ツヤ感で女性らしさも忘れず。

筒の太さもしっかりとありつつ細身に見えるようちょうどいい

バランスで。筒の前後のタブに指をかけてブーツを履くことが

できます。

ベロアレザー(牛革) Pelleternoの定番ブーツとして人気の高いチェルシーブーツを

丈長めにアップデート。Pelleternoらしいゴアのスカラップの

デザインをアレンジし、足に圧迫感を与えづらいカットライン

H30 42,000 に仕上げるとともに、女性らしい優しい印象を与えたデザイン

S15 (46,200) です。ソールはPelleternoオリジナルのEVAスポンジを使用し

た厚底スポンジソール。かかとまでぐるりと回しているので

より強い安定感とほどよいボリューム感が出ました。カジュアル

すぎない、Pelleternoらしい、女性のための一足です。

ベロアレザー(牛革)× Pelleterno流のトレッキングシューズを作りました。

シュリンクレザー(牛革) 毛足の美しいベロアレザーと、雨にも強い牛シュリンクレザー

を組みあわせ、機能性とエレガントさを併せ持つ一足に仕上げ

H32 44,000 ました。ソールはPelleternoオリジナルの発泡スポンジを使用

S20 (48,400) したトラックソール。とても軽く、滑りづらいソールです。

脱ぎ履きが大変なレースアップはサイドジップで、脱ぎ履きも

エコファー×牛革 簡単に。エコファー(ペットボトル再利用)を使用した、

(再生ポリエステル100%) もこもこタイプもあります。

カーフレザー(仔牛革) Pelleternoの定番ブーツとして人気の高いチェルシーブーツ。

41,000 EVAスポンジを使用した厚底はとても軽く、歩行の衝撃を吸収

(45,100) してくれる優れもの。普段使いはもちろん、旅行などたくさん

H30 歩くシーンにも活躍する一足です。

S15 スムースレザー(牛革) 定番#BLACKは水染めの稀少なカーフレザーを使用。足に

39,000 ぴったりとフィットする履き心地は一度味わったら戻れなくなる

(42,900) 履くほどに美しさを増すレザーです。22AW新色はミニ丈にも

合わせやすいよう黒タイツにも素足にも合うSAND BEIGE。

　　◆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。

　　◆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。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。

14

13 MS-21 ●

#BLACK

#D.BROWN

H15

15 MS-22 ▲

#BLACK

#BLACK

#KHAKI BEIGE

#KHAKI BROWN

●

#BLACK

▲

#MOUTON-IVORY

#KHAKI BROWN

17
MS-14

(継続・新色)
●

#BLACK

16 MS-23

MS-17

(継続・新色)

#WHITE

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

　　◆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。

　　◆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。

#SAND BEIGE


