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ダークブルーダークブルー

カラーチャート

ラグジュアリー
スリンキー

スムース
ベルベット

モデル着用アイテム
《CHRISANNE CLOVER クチュール・ドレス》
ストレッチネット（FNET4/BLK）
ストレッチリキッドフォイル（MET.FOIL/SIL）
ラスターライクラ（LU.LYC/BLK）
フリンジ（FR.30/SIL.MET）
ツイスト・ビーズドロッパー 

（BUGLE.DROP/CRYSTAL） 
ビーズドロッパー（BEAD.DROPPER/SIL）
Swarovskiクリスタル
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カラー別商品ガイド
チェリーレッド レッド 

ベルベット 
ストライプバーンアウト
VEL.STP01/RED
幅 140cm    ¥5,800／m

ウェーブ 
ベルベットバーンアウト
VEL.WV01/RED
幅 145cm    ¥5,800／m

マイクロドットメタリック 
ライクラ
LYC.MET/RED
幅 140cm    ¥3,900／m

ラスターライクラ
LU.LYC/CHR.RED
幅 140cm   ¥2,250／m

ストレッチネット
FNET4/CHR.RED
幅 140cm   ¥2,900／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/CHR.RED
幅 112cm    ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/CHR.RED
幅 112cm    ¥1,100／m

CA オーガンザ
ORGANZA/CHR.RED
幅 145cm   ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/CHR.RED
幅 140cm   ¥930／m

スムースベルベット
VEL01042/CHR.RED
幅 140cm    ¥4,900／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/CHR.RED
幅 165cm    ¥6,480／m

タマラ・シートレース
LF05082/CHR.RED
幅 約60cm    ¥21,800／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/CHR.RED
幅 約14cm    ¥5,200／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/CHR.RED
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

インペリアル・エンブロイダ
リーフラワーモチーフ 
EM007/CHR.RED.PUR
サイズ 24 x 25cm     ¥1,900／個

ピュアオーストリッチ  
ラグジュアリーボア 
LUX.BOA/CHR.RED
長さ 約180cm   ¥16,200／本

オーストリッチ  
フェザーフリンジ 
OFRI/CHR.RED
幅 約12cm   ¥5,100／m

レッド

ラスターライクラ
LU.LYC/RED
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/RED
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/RED
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/RED
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/RED
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/RED
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/RED
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/RED
幅 150cm  ¥3,500／m

ストレッチサテン
SATIN/RED
幅 112cm    ¥2,150／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/RED
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/RED
幅 140cm    ¥4,900／m

ダンスクレープ
CREPE/RED
幅 136cm    ¥4,800／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/RED
幅 140cm    ¥6,650／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/RED
幅 145cm    ¥6,280／m

ジオメトリックス 
トレッチレース
SLF3004/RED
幅 150cm    ¥5,900／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/RED
幅 150cm    ¥3,900／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/RED
幅 約60cm    ¥21,800／m

タマラ・シートレース
LF05082/RED
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/RED
幅 約58cm    ¥18,200／m

ビクトリア・リボンレース
LR06078/RED
幅 約6cm     ¥3,280／m

フュージョン・リボンレース
CR.RIB03/RED
幅 約5cm    ¥2,500／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/RED
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

フリーダム・モチーフレース
LM06007/RED
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

アリア・モチーフレース
LM06016/RED
長さ 22cm    ¥2,300／ペア

エルサ・モチーフレース
LM06017/RED
長さ 23cm    ¥2,300／ペア

クイン・モチーフレース
LM06018/RED
長さ 16.5cm    ¥2,300／ペア

ペチュニア・モチーフレース
LM06034/RED
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ
モチーフレース
LM06032/RED
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フェニックス 
モチーフレース
LM06033/RED
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

アムールグラマー 
モチーフレース 
LM06035/RED
長さ 31cm    ¥2,150／ペア

リディア・モチーフレース
EM06019/MULTI.RED   
長さ 16.5cm    ¥1,250／個

フォーエバー 
フラワーモチーフ
EM06027/MULTI.RED    
サイズ 11.5 x 30.5cm  ¥1,800／個

トゥルース 
フラワーモチーフ
EM06028/MULTI.RED    
サイズ 24.8 x 21cm  ¥1,980／個

ポピー・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM006/MULTI.RED    
サイズ 27 x 14cm    ¥1,900／個

インペリアル・エンブロイダ
リーフラワーモチーフ
EM007/WH.RED    
サイズ 24 x 25cm    ¥1,900／個

パッション・エンブロイダリー
フラワーモチーフ
EM008/RED    
サイズ 14 x 17cm    ¥1,500／個

グラマー・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM009/RED    ＊アイロン接着
長さ 25cm    ¥1,400／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/RED    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/RED    
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/RED
幅 150cm　¥2,800／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/CHR.RED
幅 150cm　¥2,800／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

パールシフォン
PRL.CHIF/CHR.RED
幅 112cm   ¥1,800／m

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/CHR.RED
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

NEW

バレンシア・リボンレース 
LR06081/RED
幅 約5cm　¥4,200／m

チャーミング
フラワーモチーフ
EM06030/PINK.RED   
長さ 12cm    ¥1,150／個

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/RED
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

NEW

NEW

ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/RED
長さ 約7cm　¥5,600／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

パールシフォン
PRL.CHIF/RED
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW

リバティー・エンブロイダリー 
ストレッチネット
ENET2109/RED.RED
幅 140cm    ¥8,600／m

NEW

CA チュール
SNET150/RED
幅 150cm    ¥770／m
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RED 

ラスターライクラ
LU.LYC/FL.RED
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/FL.RED
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/FL.RED
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/FL.RED
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/FL.RED
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/FL.RED
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/FL.RED
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/FL.RED
幅 150cm  ¥3,500／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/FL.RED
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/FL.RED
幅 140cm    ¥4,900／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/FL.RED
幅 140cm    ¥6,650／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/FL.RED
幅 150cm    ¥5,900／m

リンクスフロック 
ストレッチネット／×ブラック
FLK.NET09/BLK.FL.RED
幅 140cm    ¥7,400／m

CA チュール
SNET150/FL.RED
幅 150cm    ¥770／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/FL.RED
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/FL.RED
幅 約14cm    ¥5,200／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/FL.RED
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

エマ・モチーフレース
LM06030/FL.RED
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/FL.RED
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/FL.RED
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

フローレセントレッド 

タンゴフレア 

ラスターライクラ
LU.LYC/T.FLR
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/T.FLR
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/T.FLR
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/T.FLR
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/T.FLR
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/T.FLR
幅 145cm    ¥980／m

タンゴフレア 

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/T.FLR
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/T.FLR
幅 150cm  ¥3,500／m

サテンベルベット
SAT.VEL/T.FLR
幅 150cm    ¥4,200／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/T.FLR
幅 145cm     ¥3,700／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/T.FLR
幅 165cm    ¥6,480／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/T.FLR 
幅 140cm    ¥6,650／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/T.FLR
幅 145cm    ¥6,280／m

CA チュール
SNET150/T.FLR
幅 150cm    ¥770／m

タマラ・シートレース
LF05082/T.FLR
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/T.FLR
幅 約58cm    ¥18,200／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/T.FLR
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/T.FLR
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/T.FLR
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

アナスタシア・シートレース
LF05099/FL.RED
幅 約60cm    ¥21,800／m

ニューサーモン

ラスターライクラ
LU.LYC/SALMON
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/SALMON
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/SALMON
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/SALMON
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/SALMON
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/SALMON
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/SALMON
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/SALMON
幅 150cm  ¥3,500／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/SALMON
幅 145cm     ¥3,700／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/SALMON
幅 140cm    ¥6,650／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/SALMON
幅 150cm    ¥5,900／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/SALMON    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/SALMON    
幅 約12cm    ¥5,100／m

CA チュール
SNET150/SALMON
幅 150cm    ¥770／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/SALMON
幅 150cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/SALMON
幅 約60cm    ¥21,800／m

サミラ・リボンレース
LR05098/SALMON
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/T.FLR
長さ 約180cm　¥16,200／本

オーストリッチフリンジ 
OFRI/T.FLR
幅 約12cm    ¥5,100／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW

ボタニック・エンブロイダリー 
ストレッチネット
ENET2110/SALMON.SALMON
幅 140cm     ¥8,600／m

NEW

バレンシア・リボンレース
LR06081/SALMON
幅 約5cm　¥4,200／m

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/SALMON
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW

パールシフォン
PRL.CHIF/T.FLR
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW
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ニューオレンジ

ラスターライクラ
LU.LYC/ORA
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/ORA
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/ORA
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/ORA
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/ORA
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/ORA
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/ORA
幅 150cm  ¥3,500／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/ORA
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/ORA
幅 140cm    ¥4,900／m

CA チュール
SNET150/ORA
幅 150cm    ¥770／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/ORA
幅 150cm    ¥3,900／m

エマ・モチーフレース
LM06030/ORA
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/ORA
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM001/ORA.YEL
長さ 28cm    ¥1,250／個

インペリアル・エンブロイダ
リーフラワーモチーフ
EM007/SAF.ORA
サイズ 24  x 25cm    ¥1,900／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/ORA    
幅 約12cm    ¥5,100／m

サングロー

ラスターライクラ
LU.LYC/SUN
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/SUN
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/SUN
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/SUN
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/SUN
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/SUN
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/SUN
幅 150cm  ¥3,500／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/SUN
幅 165cm    ¥6,480／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/SUN
幅 約14cm    ¥5,200／m

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/SUN    
幅 約12cm    ¥5,100／m

アブストラクト 
メタリックフィッシュネット 
FSH.NET02/ORA
幅 160cm    ¥4,980／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/ORA
幅 約58cm    ¥18,200／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/ORA
幅 140cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/SUN
幅 約60cm    ¥21,800／m

NEW

ジョージア・リボンレース
LR06077/ORA
幅 約14cm    ¥5,200／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

モデル着用アイテム
アナスタシア・シートレース

（LF05099/FL.RED）
クリスタルオーガンザ

（CRYS.ORGANZA/FL.RED）
Swarovskiクリスタル

マンゴー

マットライクラ
LYC150/MGO
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/MGO
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/MGO
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/MGO
幅 140cm   ¥2,900／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/MGO
幅 約58cm    ¥18,200／m

マドンナ・モチーフレース
LM06031/MGO
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/MGO
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/MGO
幅 140cm   ¥930／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/MGO
幅 165cm    ¥6,480／m

バレンシア・リボンレース 
LR06081/MGO
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/MGO
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW

NEW

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

モデル着用アイテム
スムースベルベット

（VEL01042/ORA）
マドンナ・モチーフレース

（LM06031/ORA）
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サフラン 

ラスターライクラ
LU.LYC/SAF
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/SAF
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/SAF
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/SAF
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/SAF
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/SAF
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/SAF
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/SAF
幅 150cm  ¥3,500／m

スムースベルベット
VEL01042/SAF
幅 140cm    ¥4,900／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/SAF
幅 140cm    ¥6,650／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/SAF
幅 145cm    ¥6,280／m

ジオメトリック・ストレッチ
レース　　　SLF3004/SAF
幅 150cm    ¥5,900／m

CA チュール
SNET150/SAF
幅 150cm    ¥770／m

タマラ・シートレース
LF05082/SAF
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース　
LF06001/SAF
幅 約58cm    ¥18,200／m

サミラ・リボンレース
LR05098/SAF
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

ビクトリア・リボンレース
LR06078/SAF
幅 約6cm     ¥3,280／m

ハートリーフ・モチーフレー
ス　　　　　LM06032/SAF
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

エマ・モチーフレース　
LM06030/SAF
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース　
LM06031/SAF
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ポピー・エンブロイダリーフ
ラワーモチーフ
EM006/S.YEL.SAF
サイズ 27 x 14cm    ¥1,900／個

インペリアル・エンブロイダ
リーフラワーモチーフ
EM007/SAF.ORA
サイズ 24 x 25cm    ¥1,900／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/SAF
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/SAF
幅 約12cm    ¥5,100／m

ラスターライクラ
LU.LYC/S.YEL
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/S.YEL
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/S.YEL
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/S.YEL
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/S.YEL
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/S.YEL
幅 150cm  ¥3,500／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/S.YEL
幅 140cm    ¥6,650／m

ポピー・エンブロイダリーフ
ラワーモチーフ
EM006/S.YEL.SAF
サイズ 27 x 14cm    ¥1,900／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/S.YEL    
幅 約12cm    ¥5,100／m

サッシーイエロー

ニューシャンパン

ラスターライクラ
LU.LYC/CHA
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/CHA
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/CHA
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/CHA
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/CHA
幅 140cm   ¥930／m

CA チュール
SNET150/CHA
幅 150cm    ¥770／m

プロミス・フラワーモチーフ
EM06029/MULTI.CHA    
幅 11.5 x 22cm    ¥1,800／個

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/CHA   
幅 約12cm    ¥5,100／m

クリーム

マットライクラ
LYC150/CREME
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/CREME
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/CREME
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/CREME
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/CREME
幅 140cm   ¥930／m

ストレッチサテン
SATIN/CREME
幅 112cm    ¥2,150／m

CA チュール
SNET150/CREME
幅 150cm    ¥770／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/S.YEL
幅 150cm　¥2,800／m

パールシフォン
PRL.CHIF/SAF
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW

パールシフォン
PRL.CHIF/CHA
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW

ジオメトリック
ストレッチレース
SLF3004/CHA
幅 150cm    ¥5,900／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

スムースベルベット
VEL01042/CREAM
幅 140cm    ¥4,900／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/CREAM
幅 165cm    ¥6,480／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/S.YEL
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

モデル着用アイテム
ラグジュアリークレープ

（LUX.CREPE/SAF）
ストレッチメタリック ライクラ

（STR02578/GOL）
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ラスターライクラ
LU.LYC/F.PINK
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/F.PINK
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/F.PINK
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/F.PINK
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/F.PINK
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/F.PINK
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/F.PINK
幅 150cm  ¥3,500／m

スムースベルベット
VEL01042/F.PINK
幅 140cm    ¥4,900／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/F.PINK
幅 140cm    ¥6,650／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/F.PINK.BLK
幅 140cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/F.PINK
幅 約60cm    ¥21,800／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/F.PINK    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/F.PINK
幅 約12cm    ¥5,100／m

フューシャピンク

エレクトリックピンク

ラスターライクラ
LU.LYC/EP
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/EP
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/EP
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/EP
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/EP
幅 140cm   ¥2,900／m

スムースベルベット
VEL01042/EP
幅 140cm    ¥4,900／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/EP
幅 165cm    ¥6,480／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/EP
幅 145cm    ¥6,280／m

マイクロドット・メタリックラ
イクラ　　LYC.MET/PINK
幅 140cm    ¥3,900／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/EP
幅 約60cm    ¥21,800／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/EP
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/EP    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/EP    
幅 約12cm    ¥5,100／m

NEW

ピンクトロピカーナ

ラスターライクラ
LU.LYC/PINK.TROP
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/PINK.TROP
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/PINK.TROP
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/PINK.TROP
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/PINK.TROP
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/PINK.TROP
幅 145cm    ¥980／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/PINK.TROP
幅 165cm    ¥6,480／m

ウインザーフロック・ストレッ
チネット／×ブラック
FLK.NET21/BLK.PINK.TROP
幅 140cm    ¥7,400／m

タマラ・シートレース
LF05082/PINK.TROP
幅 約60cm    ¥21,800／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/PINK.TROP
幅 約14cm    ¥5,200／m

ジオメトリック
ストレッチレース
SLF3004/F.PINK
幅 150cm    ¥5,900／m

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/F.PINK
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

エマ・モチーフレース
LM06030/F.PINK
長さ 17cm   ¥2,150／ペア 

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW

ビクトリア・リボンレース
LR06078/F.PINK
幅 約6cm     ¥3,280／m

NEW

アバ・フラワーモチーフ 
EM06031/MULTI.PINK   
長さ 14cm    ¥1,800／個

NEW

NEW

ビクトリア・リボンレース
LR06078/EP
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/EP
長さ 17cm   ¥2,150／ペア ソフトボーニング

サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

NEW

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/PINK.TROP
幅 140cm   ¥930／m

NEW

パッション・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM008/MULTI.PINK    
サイズ 14 x 17cm    ¥1,200／個

ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/EP
長さ 約7cm　¥5,600／m

オーストリッチフリンジ 
OFRI/PINK.TROP
幅 約12cm    ¥5,100／m

NEW

モデル着用アイテム
フローラルカスケード・ストレッチレース（SLF2018/PINK.FIZZ）

ストレッチネット（FNET4/PINK.FIZZ）
CAチュール（SNET150/PINK.FIZZ）

マディソン・リボンレース（CR.RIB25/BLK）
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トゥッティフルッティ

ラスターライクラ
LU.LYC/TU.FRU
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/TU.FRU
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/TU.FRU
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/TU.FRU
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/TU.FRU
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/TU.FRU
幅 145cm    ¥980／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/TU.FRU
幅 165cm    ¥6,480／m

タマラ・シートレース
LF05082/TU.FRU
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/TU.FRU
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/TU.FRU
幅 約14cm    ¥5,200／m

ピュアオーストリッチ
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/TU.FRU    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/TU.FRU
幅 約12cm    ¥5,100／m

ローズピンク

マットライクラ
LYC150/R.PINK
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/R.PINK
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/R.PINK
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/R.PINK
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/R.PINK
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/R.PINK
幅 150cm  ¥3,500／m

スムースベルベット
VEL01042/R.PINK
幅 140cm    ¥4,900／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/R.PINK
幅 約6cm     ¥3,280／m

マドンナ・モチーフレース
LM06031/R.PINK
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/R.PINK
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

シュガーピンク

ラスターライクラ
LU.LYC/S.PINK
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/S.PINK
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/S.PINK
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/S.PINK
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/S.PINK
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/S.PINK
幅 145cm    ¥980／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/S.PINK
幅 140cm    ¥6,650／m

CA チュール
SNET150/S.PINK
幅 150cm    ¥770／m

タマラ・シートレース
LF05082/S.PINK
幅 約60cm    ¥21,800／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/S.PINK    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/S.PINK    
幅 約12cm    ¥5,100／m

エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM001/PINK.WH
長さ 28cm    ¥1,250／個

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/TU.FRU
幅 140cm   ¥930／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

バレンシア・リボンレース 
LR06081/DK.TU.FRU
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/S.PINK
幅 140cm   ¥930／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

ピンクフィズ

ラスターライクラ
LU.LYC/PINK.FIZZ
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/PINK.FIZZ
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/PINK.FIZZ
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/PINK.FIZZ
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/PINK.FIZZ
幅 140cm   ¥2,900／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/PINK.FIZZ
幅 145cm     ¥3,700／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/PINK.FIZZ
幅 140cm    ¥6,650／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/PINK.FIZZ
幅 150cm    ¥5,900／m

CA チュール
SNET150/PINK.FIZZ
幅 150cm    ¥770／m

タマラ・シートレース
LF05082/PINK.FIZZ
幅 約60cm    ¥21,800／m

サミラ・リボンレース
LR05098/PINK.FIZZ
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/PINK.FIZZ    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/PINK.FIZZ    
幅 約12cm    ¥5,100／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/FLO.PINK
幅 150cm    ¥3,900／m

アブストラクト
メタリックフィッシュネット 
FSH.NET02/FLO.PINK
幅 160cm    ¥4,980／m

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/PINK.FIZZ
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。
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パープルレイン

ラスターライクラ
LU.LYC/P.RAIN
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/P.RAIN
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/P.RAIN
幅 112cm   ¥2,100／m

ストレッチネット
FNET4/P.RAIN
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/P.RAIN
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/P.RAIN
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/P.RAIN
幅 150cm  ¥3,500／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/P.RAIN
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/DK.P.RAIN
幅 140cm    ¥4,900／m

ウインザーフロック・ストレッ
チネット／×ブラック
FLK.NET21/BLK.P.RAIN
幅 140cm    ¥7,400／m

CA チュール
SNET150/P.RAIN
幅 150cm    ¥770／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/パープル
幅 140cm    ¥3,900／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/P.RAIN
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/P.RAIN
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/P.RAIN
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/P.RAIN
幅 約14cm    ¥5,200／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/P.RAIN
幅 約6cm     ¥3,280／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/PURPLE
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

エマ・モチーフレース
LM06030/P.RAIN
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/P.RAIN
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/P.RAIN
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM001/PUR.PINK
長さ 28cm    ¥1,250／個

インペリアル・エンブロイダ
リーフラワーモチーフ 
EM007/CHR.RED.PUR
サイズ 24 x 25cm     ¥1,900／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/P.RAIN    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/P.RAIN
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/P.RAIN
幅 150cm　¥2,800／m

ジオメトリック
ストレッチレース
SLF3004/P.RAIN
幅 150cm    ¥5,900／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

ホットマゼンタ

ラスターライクラ
LU.LYC/H.MAG
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/H.MAG
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/H.MAG
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/H.MAG
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/H.MAG
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/H.MAG
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/H.MAG
幅 150cm  ¥3,500／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/H.MAG
幅 165cm    ¥6,480／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/H.MAG
幅 140cm    ¥6,650／m

シモーナ・リボンレース
LR05097/H.MAG
幅 約8cm    ¥5,100／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/H.MAG
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニューモデナ

ラスターライクラ
LU.LYC/MOD
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/MOD
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/MOD
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/MOD
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/MOD
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/MOD
幅 140cm   ¥930／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/MOD
幅 165cm    ¥6,480／m

タマラ・シートレース
LF05082/MOD
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/MOD
幅 約58cm    ¥18,200／m

エマ・モチーフレース
LM06030/MOD
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/MOD
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/MOD
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/MOD
幅 150cm　¥2,800／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/MOD
幅 140cm    ¥3,900／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/H.MAG
幅 約60cm    ¥21,800／m

NEW
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ウルトラバイオレット

ラスターライクラ
LU.LYC/ULT.VIO
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/ULT.VIO
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/ULT.VIO
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/ULT.VIO
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/ULT.VIO
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/ULT.VIO
幅 145cm    ¥980／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/ULT.VIO
幅 165cm    ¥6,480／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/ULT.VIO
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/ULT.VIO
幅 約14cm    ¥5,200／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/ULT.VIO
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/ULT.VIO
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/ULT.VIO
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/ULT.VIO 
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/ULT.VIO
幅 約12cm    ¥5,100／m

ライラックドリーム

ラスターライクラ
LU.LYC/LIL.DRM
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/LIL.DRM
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/LIL.DRM
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/LIL.DRM
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/LIL.DRM
幅 145cm    ¥980／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/LIL.DRM
幅 140cm    ¥6,650／m

ギャラクティック 
ストレッチレース
SLF1000/LIL.DRM
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/LIL.DRM
幅 約60cm    ¥21,800／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/LIL.DRM    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/LIL.DRM
幅 約12cm    ¥5,100／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/ULT.VIO
幅 140cm   ¥930／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/ULT.VIO.AB
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

NEW

バレンシア・リボンレース
LR06081/LIL.DRM
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/LIL.DRM
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

NEW

コバルト

ラスターライクラ
LU.LYC/COBALT
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/COBALT
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/COBALT
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/COBALT
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/COBALT
幅 145cm    ¥980／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/COBALT
幅 165cm    ¥6,480／m

アナスタシア・シートレース
LF5099/COBALT
幅 約60cm    ¥21,800／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/COBALT
幅 約14cm    ¥5,200／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/COBALT
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

ラスターライクラ
LU.LYC/EL.BLU
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/EL.BLU
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/EL.BLU
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/EL.BLU
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/EL.BLU
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/EL.BLU
幅 145cm    ¥980／m

サテンベルベット
SAT.VEL/EL.BLU
幅 150cm    ¥4,200／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/EL.BLU
幅 145cm     ¥3,700／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/EL.BLU
幅 165cm    ¥6,480／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/EL.BLU
幅 145cm    ¥6,280／m

CA チュール
SNET150/EL.BLU
幅 150cm    ¥770／m

タマラ・シートレース
LF05082/EL.BLU
幅 約60cm    ¥21,800／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/EL.BLU
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/EL.BLU
幅 約12cm    ¥5,100／m

エレクトリックブルー 

ターコイズ

ラスターライクラ
LU.LYC/TUQ
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/TUQ
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/TUQ
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/TUQ
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/TUQ
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/TUQ
幅 145cm    ¥980／m

ニューターコイズ

マイクロドットメタリック
ライクラ／ダークブルー
LYC.MET/DK.BLU
幅 140cm    ¥3,900／m

スムースベルベット
／ダークブルー
VEL01042/DK.BLU
幅 140cm    ¥4,900／m

パールシフォン
PRL.CHIF/COBALT
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW

ビクトリア・リボンレース
LR06078/COBALT
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/COBALT
長さ 17cm   ¥2,150／ペア 

ピュアオーストリッチ
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/COBALT
長さ 約180cm　¥16,200／本

オーストリッチフリンジ 
OFRI/COBALT
幅 約12cm    ¥5,100／m

NEW NEW

NEWNEW

エマ・モチーフレース
LM06030/EL.BLU
長さ 17cm   ¥2,150／ペア 

ビクトリア・リボンレース
LR06078/EL.BLU
幅 約6cm     ¥3,280／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW
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ターコイズニューターコイズ

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/TUQ
幅 140cm   ¥930／m

スムースベルベット
VEL01042/LT.TUQ
幅 140cm    ¥4,900／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/TUQ
幅 145cm    ¥6,280／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/TUQ
幅 150cm    ¥5,900／m

CA チュール
SNET150/TUQ
幅 150cm    ¥770／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/TUQ
幅 140cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/TUQ
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/TUQ
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/TUQ
幅 約14cm    ¥5,200／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/TUQ
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/TUQ
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/TUQ
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/TUQ
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/TUQ    
幅 約12cm    ¥5,100／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/TUQ
長さ 約180cm    ¥16,200／本

ラスターライクラ
LU.LYC/BLU.PAR
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/BLU.PAR
幅 140cm  ¥2,250／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/BLU.PAR
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/BLU.PAR
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/BLU.PAR
幅 145cm    ¥980／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/BLU.PAR
幅 165cm    ¥6,480／m

ギャラクティック・ストレッチ
レース
SLF1000/BLU.PAR
幅 140cm    ¥6,650／m

リンクスフロック・ストレッチ
ネット／×ホワイト
FLK.NET09/BLU.PAR.WH
幅 140cm    ¥7,400／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/BLU.PAR
幅 約60cm    ¥21,800／m

ブルーパラダイス

ビンテージ・シートレース
LF06001/BLU.PAR
幅 約58cm    ¥18,200／m

サミラ・リボンレース
LR05098/BLU.PAR
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/BLU.PAR
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/BLU.PAR
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/BLU.PAR
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/BLU.PAR
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/BLU.PAR
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/BLU.PAR

幅 150cm　¥2,800／m

マラボー
MARABOU/TUQ
長さ180cm  幅 約9cm
¥4,200／本

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

ラスターライクラ
LU.LYC/MID.SKY
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/MID.SKY
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/MID.SKY
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/MID.SKY
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/MID.SKY
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/MID.SKY
幅 150cm  ¥3,500／m

スムースベルベット
VEL01042/MID.SKY
幅 140cm    ¥4,900／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/MID.SKY
幅 165cm    ¥6,480／m

ジオメトリック・ストレッチ
レース　SLF3004/MID.SKY
幅 150cm    ¥5,900／m

ジャングル・ストレッチレー
ス　 SLF4002/DK.MID.SKY
幅 135cm    ¥4,900／m

ウェーブ・ベルベットバーンアウト
VEL.WV01/DK.MID.SKY
幅 145cm    ¥5,800／m

タマラ・シートレース
LF05082/MID.SKY
幅 約60cm    ¥21,800／m

シモーナ・リボンレース
LR05097/MID.SKY
幅 約8cm    ¥5,100／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/MID.SKY
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

シークレット・フラワーモチーフ
EM06024/MULTI.MID.SKY
サイズ 12 x 27.5cm    ¥2,500／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ 
フリンジ
OFRI/MID.SKY
幅 約12cm    ¥5,100／m

ミッドナイトスカイ

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/MID.SKY
長さ 約180cm    ¥16,200／本

ブルーベリー

ラスターライクラ
LU.LYC/B.BERRY
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/B.BERRY
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/B.BERRY
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/B.BERRY
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/B.BERRY
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/B.BERRY
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/B.BERRY
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/B.BERRY
幅 150cm  ¥3,500／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/B.BERRY
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/B.BERRY
幅 約60cm    ¥21,800／m

シモーナ・リボンレース
LR05097/B.BERRY
幅 約8cm    ¥5,100／m

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/B.BERRY
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

ペチュニア・モチーフレース
LM06034/B.BERRY
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

フェニックス・モチーフレース
LM06033/B.BERRY
長さ 30cm    ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/B.BERRY
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/B.BERRY
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/MID.SKY
幅 150cm　¥2,800／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/B.BERRY
幅 150cm　¥2,800／m

アメリア・シルクバーンアウト
FLK.SLK04/MID.SKY
幅 145cm    ¥7,500／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

マドンナ・モチーフレース
LM06031/MID.SKY
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

NEW

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

ポピー・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM006/MULTI.BLUE    
サイズ 27 x 14cm    ¥1,900／個
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ラスターライクラ
LU.LYC/JADE
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/JADE
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/JADE
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/JADE
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/JADE
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/JADE
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/JADE
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/JADE
幅 145cm     ¥3,700／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/JADE
幅 165cm    ¥6,480／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/JADE
幅 145cm    ¥6,280／m

ジオメトリック・ストレッチ
レース       SLF3004/JADE
幅 150cm    ¥5,900／m

CA チュール
SNET150/JADE
幅 150cm    ¥770／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/JADE
幅 140cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/JADE
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビクトリア・リボンレース 　
LR06078/JADE
幅 約6cm     ¥3,280／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/JADE
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/JADE
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

エマ・モチーフレース　
LM06030/JADE
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ペチュニア・モチーフレース
LM06034/JADE
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/JADE
幅 約12cm    ¥5,100／m

ニュージェイド

クールアクア

ビンテージ・シートレース
LF06001/JADE
幅 約58cm    ¥18,200／m

ラスターライクラ
LU.LYC/C.AQUA
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/C.AQUA
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/C.AQUA
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/C.AQUA
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/C.AQUA
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/C.AQUA
幅 145cm    ¥980／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/C.AQUA
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/C.AQUA
幅 約60cm    ¥21,800／m

サミラ・リボンレース
LR05098/C.AQUA
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/C.AQUA
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/C.AQUA
幅 約12cm    ¥5,100／m

アクア

マットライクラ
LYC150/AQUA
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/AQUA
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/AQUA
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/AQUA
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/AQUA
幅 140cm   ¥930／m

タマラ・シートレース
LF05082/AQUA
幅 約60cm    ¥21,800／m

マドンナ・モチーフレース
LM06031/AQUA
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

ラスターライクラ
LU.LYC/BLU.ZIR
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/BLU.ZIR
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/BLU.ZIR
幅 112cm   ¥2,100／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/BLU.ZIR
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/BLU.ZIR
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/BLU.ZIR
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/BLU.ZIR
幅 145cm     ¥3,700／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/BLU.ZIR
幅 140cm    ¥6,650／m

ギャラクティック 
ストレッチレース
SLF1000/BLU.ZIR
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/BLU.ZIR
幅 約60cm    ¥21,800／m

シモーナ・リボンレース
LR05097/BLU.ZIR
幅 約8cm    ¥5,100／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/BLU.ZIR
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/BLU.ZIR
幅 約12cm    ¥5,100／m

ブルージルコン

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/AQUA
幅 約6cm     ¥3,280／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/JADE
幅 150cm　¥2,800／m

ニュークリスタルクレープ 
（ダークジェイド色）

NCC.CRP/DK.JADE
幅 150cm　¥2,800／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/BLU.ZIR
幅 150cm　¥2,800／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/JADE
長さ 約180cm    ¥16,200／本

ジョージア・リボンレース
LR06077/C.AQUA
幅 約14cm    ¥5,200／m

エマ・モチーフレース
LM06030/C.AQUA
長さ 17cm   ¥2,150／ペア 

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/C.AQUA
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW NEW

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/BLU.ZIR
幅 140cm   ¥930／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ビューグル・ビーズドロッパー
BUGLE.DROP/BLU.ZIR
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

NEW

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/AQUA
幅 140cm    ¥6,650／m

バレンシア・リボンレース
LR06081/AQUA
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

ピュアオーストリッチ
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/AQUA
長さ 約180cm　¥16,200／本

オーストリッチフリンジ 
OFRI/AQUA
幅 約12cm    ¥5,100／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

NEW

NEW

NEW NEW

サテンシフォン
SAT.CHIF/AQUA
幅 112cm    ¥2,100／m
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マットライクラ
LYC150/EME
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/EME
幅 112cm   ¥1,800／m

ラグジュアリージョーゼット
LXGEO/EME
幅 112cm   ¥1,100／m

ストレッチネット
FNET4/EME
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/EME
幅 140cm   ¥930／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/EME
幅 約58cm    ¥18,200／m

エマ・モチーフレース
LM06030/EME
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ・モチーフレース
LM06032/EME
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

エメラルド

ペパーミント

マットライクラ
LYC150/P.MINT
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/P.MINT
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/P.MINT
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/P.MINT
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/P.MINT
幅 140cm   ¥930／m

ジオメトリック・ストレッチ
レース　    SLF3004/P.MINT
幅 150cm    ¥5,900／m

ビンテージ・シートレース　
LF06001/P.MINT
幅 約58cm    ¥18,200／m

ビクトリア・リボンレース 　
LR06078/P.MINT
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/P.MINT
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/P.MINT
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

スペアミント

ラスターライクラ
LU.LYC/SPM
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/SPM
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/SPM
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/SPM
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/SPM
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/SPM
幅 150cm  ¥3,500／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/SPM
幅 165cm    ¥6,480／m

ギャラクティック・ストレッチ
レース         SLF1000/SPM
幅 140cm    ¥6,650／m

タマラ・シートレース
LF05082/SPM
幅 約60cm    ¥21,800／m

シモーナ・リボンレース
LR05097/SPM
幅 約8cm    ¥5,100／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/SPM    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/SPM    
幅 約12cm    ¥5,100／m

マラボー
MARABOU/D.SPM
長さ180cm  幅 約9cm
¥4,200／本

ジョージア・リボンレース
LR06077/EME
幅 約14cm    ¥5,200／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/EME    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/EME    
幅 約12cm    ¥5,100／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/FERN.GRN
長さ 約7cm　¥5,600／m

NEW

サテンシフォン
SAT.CHIF/P.MINT
幅 112cm　¥2,100／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/P.MINT
幅 140cm    ¥6,650／m

NEW

NEW

パールシフォン
PRL.CHIF/SPM
幅 112cm   ¥1,800／m

NEW

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/SPM
幅 140cm   ¥930／m

NEW

マドンナ・モチーフレース
LM06031/SPM
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

NEW

モデル着用アイテム
マットライクラ（LYC150/C.AQUA）
ビンテージ・シートレース（LF06001/EME）
パールシフォン（PRL.CHIF/EME）
クリスタルオーガンザ（CRYS.ORGANZA/EME）
サンフラワー・リボンレース（LR05200/VINT.GOL）



26 27掲載価格は消費税を含まない「外税表記」です。  価格は予告なく改訂することがございます。　印刷の特性上、実際の色味と異なる場合がございます。詳しくは当店スタッフまでご相談下さい。

マットライクラ
LYC150/FLO.GRN
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/FLO.GRN
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/FLO.GRN
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/FLO.GRN
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/FLO.GRN
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/FLO.GRN
幅 150cm  ¥3,500／m

スムースベルベット
VEL01042/FLO.GRN
幅 140cm    ¥4,900／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/FLO.GRN
幅 140cm    ¥6,650／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/FLO.GRN
幅 150cm    ¥5,900／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/FLO.GRN
幅 150cm    ¥3,900／m

タマラ・シートレース
LF05082/FLO.GRN
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビクトリア・リボンレース
LR06078/FLO.GRN
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/FLO.GRN
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/FLO.GRN
長さ 19cm     ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

フローグリーン

トロピックライム

マットライクラ
LYC150/T.LIME
幅 140cm  ¥2,250／m

パールシフォン
PRL.CHIF/T.LIME
幅 112cm   ¥1,800／m

ジョーゼット
GEO/T.LIME
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/T.LIME
幅 140cm   ¥2,900／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/T.LIME
幅 140cm   ¥930／m

スムースベルベット
VEL01042/T.LIME
幅 140cm    ¥4,900／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/T.LIME
幅 150cm    ¥5,900／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/T.LIME
幅 150cm    ¥3,900／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/T.LIME
幅 約58cm    ¥18,200／m

ビクトリア・リボンレース
LR06078/T.LIME
幅 約6cm     ¥3,280／m

エマ・モチーフレース
LM06030/T.LIME
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/T.LIME
長さ 25cm     ¥2,480／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/T.LIME
幅 150cm　¥2,800／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/FLO.GRN
幅 150cm　¥2,800／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/FLO.GRN
幅 約14cm    ¥5,200／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

サテンシフォン
SAT.CHIF/T.LIME
幅112cm    ¥2,100／m

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/T.LIME    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチフリンジ
OFRI/T.LIME    
幅 約12cm    ¥5,100／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

NEW NEW

サテンシフォン
SAT.CHIF/FLO.GRN
幅 112cm   ¥2,100／m    

NEW

マットライクラ
LYC150/CARAMEL
幅 140cm  ¥2,250／m

ストレッチネット
FNET4/CARAMEL
幅 140cm   ¥2,900／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/CARAMEL
幅 150cm  ¥3,500／m

ボディネット
BN115/CARAMEL
幅 115cm    ¥3,400／m

ラスターライクラ
LU.LYC/CAP
幅 140cm    ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/CAP
幅 140cm   ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/CAP
幅 112cm   ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/CAP
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/CAP
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/CAP
幅 145cm    ¥980／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/CAP
幅 150cm  ¥3,500／m

タマラ・シートレース
LF05082/CAP
幅 約60cm    ¥21,800／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/CAP
幅 約14cm    ¥5,200／m

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

キャラメル

カプチーノ

ヌード

ピュアオーストリッチ
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/CAP
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/CAP
幅 約12cm    ¥5,100／m

マットライクラ 
LYC150/NUDE
幅 140cm    ¥2,250／m

ストレッチネット 
FNET4/NUDE
幅 140cm    ¥2,900／m

アブストラクト 
メタリックフィッシュネット 
FSH.NET02/NUDE
幅160cm    ¥4,980／m

マットライクラ
LYC150/FLESH
幅 140cm    ¥2,250／m

ストレッチネット
FNET4/FLESH
幅 140cm    ¥2,900／m

ボディネット
BN115/FLESH
幅 115cm    ¥3,400／m

マットライクラ
LYC150/TAN
幅 140cm    ¥2,250／m

ストレッチネット
FNET4/TAN
幅 140cm    ¥2,900／m

パワーネット
B.NET150/TAN
幅 150cm    ¥3,600／m

フレッシュタン

パールシフォン
PRL.CHIF/CAP
幅 112cm   ¥1,800／m

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/CAP
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW
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ゴールド

ラスターライクラ
LU.LYC/GOL
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/GOL
幅 112cm   ¥2,100／m

CA オーガンザ
ORGANZA/GOL
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/GOL
幅 140cm   ¥930／m

スムースベルベット
VEL01042/LT.GOL
幅 140cm    ¥4,900／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/GOL
幅 140cm    ¥3,900／m

ストレッチメタリック ライクラ
STR02578/GOL
幅 150cm    ¥4,980／m

アンティーク・ストレッチシ
マー／アンティークゴールド
MET.SHN02/ANT.GOL
幅 145cm    ¥5,200／m

アンティーク・ストレッチシ
マー／ブラック×ゴールド
MET.SHN02/GOL.BLK
幅 145cm    ¥5,200／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/GOL
幅 約58cm    ¥18,200／m

サンフラワー・リボンレース
LR05200/GOL
幅 11cm    ¥4,900／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/GOL
幅 約6cm     ¥3,280／m

トロピカルフラワー 
リボンレース
CR.RIB02/GOL
幅 10cm    ¥5,100／m

ブロッサム・リボンレース
CR.RIB04/GOL
幅 11cm    ¥5,100／m

トライバル 
メタリックリボンレース
CR.RIB05/GOL　＊アイロン接着
幅 8cm    ¥4,000／m

バロック・リボンレース
CR.RIB09/ANT.GOL
幅 10.5cm    ¥4,000／m

シエンナ・リボンレース
CR.RIB14/GOL
幅 約10.5cm    ¥4,900／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/GOL
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

リーガル・モチーフレース
LM06011/GOL  ＊アイロン接着
長さ 11.5cm    ¥1,600／ペア

ハーモニー 
モチーフレース
LM06012/GOL　＊アイロン接着
長さ 18cm    ¥1,400／ペア

ローヤル・モチーフレース
LM06013/GOL　＊アイロン接着
長さ 20cm    ¥2,250／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/GOL
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/GOL
長さ 19cm    ¥2,150／ペア

フェニックス 
モチーフレース
LM06033/GOL
長さ 30cm    ¥2,150／ペア

ペチュニア 
モチーフレース
LM06034/GOL
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

アムールグラマー 
モチーフレース
LM06035/GOL
長さ 31cm    ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ローラ・モチーフレース
LM06036/B.GOL  ＊アイロン接着
長さ 9.5cm    ¥1,250／ペア

エビ―・モチーフレース
LM06037/B.GOL　＊アイロン接着
長さ 11cm    ¥900／個

アリアナ・モチーフレース
LM06038/B.GOL　＊アイロン接着
長さ 13cm    ¥1,600／ペア

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/GOL
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/GOL
長さ 約7cm　¥5,600／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW NEW

モデル着用アイテム
アンティーク・ストレッチシマー

（MET.SHN02/ANT.GOL）
トライバル・メタリックリボンレース

（CR.RIB05/GOL）
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ホワイト

ラスターライクラ
LU.LYC/WH
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/WH
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/WH  
幅112cm  ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/WH
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/WH
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/WH
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/WH
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/WH
幅 150cm  ¥3,500／m

ストレッチサテン
SATIN/WH
幅 112cm   ¥2,150／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/WH
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/WH
幅 140cm    ¥4,900／m

リンクスフロック・ストレッチネット
／ホワイト×ホワイト
FLK.NET09/WH.WH
幅 140cm    ¥7,400／m

ウインザーフロック 
ストレッチネット
FLK.NET21/WH.WH
幅 140cm    ¥7,400／m

CA チュール
SNET150/WH
幅 150cm    ¥770／m

パワーネット
B.NET150/WH
幅 150cm    ¥3,600／m

ポリコットン
POLYCOTTON/WH
幅 150cm    ¥1,250／m

ホワイト

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/WH
幅 150cm    ¥3,900／m

アブストラクト・メタリック
フィッシュネット 
FSH.NET02/WH
幅 160cm    ¥4,980／m

マルセーラ
MARCELLA/WH
幅 150cm    ¥5,800／m

ダンスクレープ
CREPE/WH
幅 136cm    ¥4,800／m

デラックスストレッチ
CRP.DELUXE/WH
幅 120cm    ¥2,800／m

ボディネット
BN115/WH
幅 115cm    ¥3,400／m

エンジェルスキン
NI.ANG/WH
幅 145cm    ¥4,100／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/WH
幅 140cm    ¥3,900／m

アンティーク 
ストレッチシマー
MET.SHN02/SIL.WH
幅 145cm    ¥5,200／m

モールストライプ・ストレッチ
クレープ／ホワイト
CRP.STR01/WH
幅 160cm    ¥4,300／m

ぺピー・ライクラ
LYC.STR03/WH
幅 150cm    ¥4,300／m

トレリス・ライクラ
LYC.STR04/WH
幅 140cm    ¥4,300／m

チコ・ライクラ
LYC.STR05/WH
幅 140cm    ¥4,300／m

ダブルストライプ・ライクラ
LYC.STR01/WH
幅 140cm    ¥4,300／m

チェッカーストライプ 
ストレッチクレープ
LYC.STR02/WH
幅 150cm    ¥4,300／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/WH
幅 約60cm    ¥21,800／m

タマラ・シートレース
LF05082/WH
幅 約60cm    ¥21,800／m

モーニングフラワー・レース
LF05179/WH
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/WH
幅 約58cm    ¥18,200／m

サミラ・リボンレース
LR05098/WH
幅 約9.5cm    ¥5,100／m

スワール・リボンレース
LR05100/WH
幅 約9cm    ¥5,100／m

ジョディー・リボンレース
LR05090/WH
幅 App.12cm    ¥5,100／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/WH
幅 約14cm    ¥5,200／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/WH
幅 約6cm     ¥3,280／m

ワイドローズ・リボンレース
CR.RIB01/WH
幅 35cm    ¥6,200／m

トロピカルフラワー 
リボンレース
CR.RIB02/WH
幅 10cm    ¥5,100／m

フュージョン・リボンレース
CR.RIB03/WH
幅 約5cm    ¥2,500／m

ブロッサム・リボンレース
CR.RIB04/WH
幅 11cm    ¥5,100／m

ガーランドローズ 
リボンレース
CR.RIB17/ANT.WH
幅 約16cm    ¥2,870／m

オリビア・リボンレース
CR.RIB18/ANT.WH
幅 約16cm    ¥3,500／m

ロザンヌ・リボンレース
CR.RIB15/WH
幅 約6.5cm    ¥2,870／m

レベッカ・リボンレース
CR.RIB22/ANT.WH
幅 約37cm    ¥3,900／m

パールシフォン
PRL.CHIF/WH  
幅112cm  ¥1,800／m

ストレッチストライプメッシュ
NET.STP02/WH
幅 150cm    ¥5,100／m

ナローストライプストレッチ
NET.STP03/WH
幅 150cm    ¥5,100／m

インビジブル・チュール
INV.TULLE/WH
幅 145cm    ¥980／m

チェチェフロック 
ストレッチメッシュ
FLK.MESH01/WH.WH
幅 145cm    ¥7,500／m

NEW

NEW NEW

NEW

バレンシア・リボンレース 
LR06081/WH
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

ミア・リボンレース
CR.RIB27/WH
幅 約6cm    ¥1,980／m

フレヤ・リボンレース
CR.RIB26/ANT.WH
幅 約21cm    ¥4,500／m

NEW NEW

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/WH
幅 165cm    ¥6,480／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/WH
幅 140cm    ¥6,650／m

ギャラクティック 
ストレッチレース
SLF1000/WH
幅 140cm    ¥6,650／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/WH
幅 150cm    ¥5,900／m

スワール 
ストレッチレース
SLF3003/WH
幅 145cm    ¥6,280／m

ロマンティック 
ストレッチレース
SLF1007/WH
幅 135cm    ¥6,200／m

アメリア 
シルクバーンアウト
FLK.SLK04/ANT.WH
幅 135cm    ¥7,500／m

NEW

リバティー・エンブロイダリー
ストレッチネット
ENET2109/WH.WH
幅 145cm    ¥8,600／m

NEW

ギャラクティック 
ストレッチレースボーダー
SLB1000/WH
幅 16.5cm    ¥2,500／m

ハイビスカス 
ストレッチレースボーダー
SLB1001/WH
幅 15cm   ¥2,150／m

ジェシカ 
ストレッチレースボーダー
SLB1004/SIL.WH
幅 17cm   ¥2,150／m

ロマンティック・ストレッチ
レースボーダー
SLB1005/WH
幅 14cm    ¥2,060／m

ラッキー 
ストレッチレースボーダー
SLB1006/WH
幅 6cm    ¥1,150／m

ロマンティック・ナロースト
レッチレースボーダー
SLB1007/WH
幅 10cm    ¥1,150／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/WH
幅 150cm　¥2,800／m

イザベラ・リボンレース
CR.RIB21/ANT.WH
幅 約37cm    ¥3,900／m

サンフラワー・リボンレース
LR05200/WH
幅 11cm    ¥4,900／m

NEW
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ホワイト

エキゾチックフラワー 
リボンレース
EMB.RIB03/WH
幅 9cm   ¥2,200／m

ジャスミンナイト 
モチーフレース
LM06001/WH
長さ 22cm    ¥2,870／ペア

ミスティック 
モチーフレース
LM06002/WH
長さ 18cm    ¥2,250／ペア

エターナル・モチーフレース
LM06003/WH
長さ 29cm    ¥2,250／ペア

アンティーク 
モチーフレース
LM06004/WH
長さ 27cm    ¥2,870／ペア

フリーダム・モチーフレース
LM06007/WH
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

アンジェリック 
モチーフレース
LM06014/WH
長さ 16cm    ¥2,250／ペア

アリア・モチーフレース
LM06016/WH
長さ 22cm    ¥2,300／ペア

エルサ・モチーフレース
LM06017/WH
長さ 23cm    ¥2,300／ペア

クイン・モチーフレース
LM06018/WH
長さ 16.5cm    ¥2,150／ペア

エマ・モチーフレース
LM06030/WH
長さ 17cm    ¥2,300／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/WH
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/WH
長さ 19cm    ¥2,150／ペア

フェニックス 
モチーフレース
LM06033/WH
長さ 30cm    ¥2,150／ペア

ペチュニア・モチーフレース
LM06034/WH
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

アムールグラマー 
モチーフレース
LM06035/WH
長さ 31cm    ¥2,150／ペア

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/WH
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

グラマー・エンブロイダリー 
モチーフレース
EM009/WH　＊アイロン接着
長さ 25cm    ¥1,400／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/WH
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/WH
幅 約12cm    ¥5,100／m

プレシャス・ベルベットフラ
ワーモチーフ
VM06002/WH　＊アイロン接着
幅 8cm    ¥1,050／個

ハーパー・リボンレース
CR.RIB29/WH
幅 約6cm    ¥2,870／m

エラ・リボンレース
CR.RIB28/ANT.WH
幅 約11cm    ¥3,800／m

NEW

アリアナ・モチーフレース
LM06038/ANT.WH
＊アイロン接着
長さ 13cm　¥1,600／ペア    

NEW

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW

モデル着用アイテム
リバティー・エンブロイダリーストレッチネット 

（ENET2109/WH.WH）
ハーパー・リボンレース

（CR.RIB29/WH）
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ラスターライクラ
LU.LYC/HEM
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/HEM
幅 112cm   ¥2,100／m

ストレッチネット
FNET4/HEM
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/HEM
幅 145cm    ¥980／m

タマラ・シートレース
LF05082/HEM
幅 約60cm    ¥21,800／m

パッション・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM008/HEM.BLK    
サイズ 14 x 7cm    ¥1,500／個

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/HEM    
長さ 約180cm    ¥16,200／本

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/HEM
幅 約12cm    ¥5,100／m

ヘマタイト

ラスターライクラ
LU.LYC/SIL
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/SIL
幅 112cm   ¥2,100／m

CA オーガンザ
ORGANZA/SIL
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/SIL
幅 140cm   ¥930／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/SIL
幅 140cm    ¥3,900／m

ストレッチリキッドフォイル
MET.FOIL/SIL
幅 145cm    ¥4,980／m

ストレッチメタリック ライクラ
STR025678/SIL
幅 140cm    ¥4,980／m

アンティーク・ストレッチシ
マー／シルバー×ブラック
MET.SHN02/SIL.BLK
幅 145cm    ¥5,200／m

アンティーク・ストレッチシ
マー／シルバー×ホワイト
MET.SHN02/SIL.WH
幅 145cm    ¥5,200／m

アンティーク・ストレッチシ
マー／アンティークシルバー
MET.SHN02/ANT.SIL
幅 145cm    ¥5,200／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/SIL
幅 約58cm    ¥18,200／m

サンフラワー・リボンレース
LR05200/SIL
幅 11cm    ¥4,900／m

トロピカルフラワー 
リボンレース
CR.RIB02/SIL
幅 10cm    ¥5,100／m

ブロッサム・リボンレース
CR.RIB04/SIL
幅 11cm    ¥5,100／m

バロック・リボンレース
CR.RIB09/ANT.SIL
幅 10.5cm    ¥4,000／m

シルバー

シエンナ・リボンレース 
／アンティークシルバー
CR.RIB14/ANT.SIL
幅 約10.5cm    ¥4,900／m

シエンナ・リボンレース 
／ガンメタル
CR.RIB14/GUNMETAL
幅 約10.5cm    ¥4,900／m

フリーダム・モチーフレース
LM06007/SIL
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

リーガル・モチーフレース
LM06011/SIL　＊アイロン接着
長さ 11.5cm    ¥1,600／ペア

ハーモニー 
モチーフレース
LM06012/SIL　＊アイロン接着
長さ 18cm    ¥1,400／ペア

ローヤル・モチーフレース
LM06013/SIL　＊アイロン接着
長さ 20cm    ¥2,250／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/SIL
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/SIL
長さ 19cm    ¥2,150／ペア

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/SIL
幅 約12cm    ¥5,100／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/SIL
幅 約6cm     ¥3,280／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/SIL
幅 150cm　¥2,800／m

ローラ・モチーフレース
LM06036/ANT.SIL
＊アイロン接着
長さ 9.5cm    ¥1,250／ペア

エビー・モチーフレース
LM06037/ANT.SIL
＊アイロン接着
長さ11cm    ¥900／個

アリアナ・モチーフレース
LM06038/ANT.SIL　
＊アイロン接着
長さ13cm    ¥1,600／ペア

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/SIL
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。

NEW NEW NEW

モデル着用アイテム
《CHRISANNE CLOVER クチュール・ドレス》
ストレッチネット（FNET4/HEM）
ラスターライクラ（LU.LYC/HEM）
マットライクラ（LYC150/NUDE）
Swarovskiクリスタル
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ラスターライクラ
LU.LYC/BLK
幅 140cm  ¥2,250／m

マットライクラ
LYC150/BLK
幅 140cm  ¥2,250／m

サテンシフォン
SAT.CHIF/BLK   
幅112cm  ¥2,100／m

ジョーゼット
GEO/BLK
幅 112cm   ¥800／m

ストレッチネット
FNET4/BLK
幅 140cm   ¥2,900／m

CA オーガンザ
ORGANZA/BLK
幅 145cm    ¥980／m

クリスタルオーガンザ
CRYS.ORGANZA/BLK
幅 140cm   ¥930／m

ラグジュアリークレープ
LUX.CREPE/BLK
幅 150cm  ¥3,500／m

ストレッチサテン
SATIN/BLK
幅 112cm   ¥2,150／m

ラグジュアリースリンキー
LUX.SLK/BLK
幅 145cm     ¥3,700／m

スムースベルベット
VEL01042/BLK
幅 140cm    ¥4,900／m

ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/BLK
幅 150cm    ¥5,900／m

ブラック

リンクスフロック
ストレッチネット
FLK.NET09/BLK.BLK
幅 140cm    ¥7,400／m

ジャガーフロック 
ストレッチネット
FLK.NET11/BLK.BLK
幅 140cm    ¥7,400／m

ストライプフロック 
ストレッチネット
FLK.NET.30/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,550／m

スワール・ストレッチレース
SLF3003/BLK
幅 145cm    ¥6,280／m

ギャラクティック 
ストレッチレース
SLF1000/BLK
幅 140cm    ¥6,650／m

ロマンティック 
ストレッチレース
SLF1007/BLK
幅 135cm    ¥6,200／m

ブライヤ・ストレッチレース
SLF3009/BLK
幅 165cm    ¥5,200／m

デイジーチェーン
ストレッチレース
SLF3011/BLK
幅 140cm    ¥4,900／m

フラワー・ストレッチレース
SLF2004/BLK
幅 165cm    ¥6,480／m

フローラルカスケード
ストレッチレース
SLF2018/BLK
幅 140cm    ¥6,650／m

ウインザーフロック
ストレッチネット
FLK.NET21/BLK.BLK
幅 140cm    ¥7,400／m

グラフィティフロック
ストレッチネット
FLK.NET22/BLK.BLK
幅 140cm    ¥7,400／m

スクラブルフロック
ストレッチネット
FLK.NET23/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,200／m

ベゴニアフロック
ストレッチネット
FLK.NET.24/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,550／m

ポピーフロック
ストレッチネット
FLK.NET.28/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,550／m

センナフロック
ストレッチネット
FLK.NET.29/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,550／m

ポリコットン
POLYCOTTON/BLK
幅 150cm    ¥1,250／m

マルセーラ
MARCELLA/BLK
幅 150cm    ¥5,800／m

バーネットフロック
ストレッチネット
FLK.NET.27/BLK.BLK
幅 150cm    ¥6,550／m

ブラック

ボディネット
BN115/BLK
幅 115cm    ¥3,400／m

パワーネット
B.NET150/BLK
幅 150cm    ¥3,600／m

デラックス 
ストレッチクレープ
CRP.DELUXE/BLK
幅 120cm    ¥2,800／m

リュクスファブリック
LUXE/BLK
幅 140cm    ¥4,100／m

エンジェルスキン
NI.ANG/BLK
幅 145cm    ¥4,100／m

マイクロドット 
メタリックライクラ
LYC.MET/BLK
幅 140cm    ¥3,900／m

ベルベット 
ストライプバーンアウト
VEL.STP01/BLK
幅 140cm    ¥5,800／m

ウェーブ 
ベルベットバーンアウト
VEL.WV01/BLK
幅 145cm    ¥5,800／m

スペックルフロック
ジョーゼット
FLK.GEO03/BLK.BLK
幅 130cm    ¥5,700／m

ピラミッド・シャインライクラ
LYC.SHN01/BLK.BLK
幅 145cm    ¥4,800／m

レザー風ライトウェイト 
ライクラ
STR02644/BLK
幅 150cm    ¥4,200／m

CA チュール
SNET150/BLK
幅 150cm    ¥770／m

アブストラクト・メタリック
フィッシュネット 
FSH.NET02/BLK
幅 160cm    ¥4,980／m

ラージフィッシュネット
FSH.NET01/BLK
幅 150cm    ¥3,900／m

ダンスクレープ
CREPE/BLK
幅 136cm    ¥4,800／m

ニュークリスタルクレープ
NCC.CRP/BLK
幅 150cm　¥2,800／m

パールシフォン
PRL.CHIF/BLK   
幅112cm  ¥1,800／m

モールストライプ 
ストレッチクレープ
CRP.STR01/BLK
幅 160cm    ¥4,300／m

シアーダブルストライプ
ライクラ
LYC.STR01/BLK
幅 140cm    ¥4,300／m

チェッカーストライプ
ストレッチクレープ
LYC.STR02/BLK
幅 150cm    ¥4,300／m

スパークルストライプ
ストレッチ
LYC.STR08/BLK
幅 140cm    ¥3,800／m

スパークルアブストラクト
ストレッチ
LYC.STR09/BLK
幅 140cm    ¥3,800／m

ストレッチストライプ
メッシュ
NET.STP02/BLK
幅 150cm    ¥5,100／m

ナローストライプ
ストレッチ
NET.STP03/BLK
幅 150cm    ¥5,100／m

ソブリン・ギャバジン
STR.GAB.03/BLK
幅 140cm    ¥4,200／m

NEW NEW NEW NEW

インビジブル・チュール
INV.TULLE/BLK
幅 145cm    ¥980／m

リバティー・エンブロイダリー
ストレッチネット
ENET2109/BLK.BLK
幅 140cm    ¥8,600／m

NEW

ボタニック・エンブロイダリー
ストレッチネット
ENET2110/BLK.BLK
幅 140cm    ¥8,600／m

NEW

ボタニック・エンブロイダリー
ストレッチネット
ENET2110/BLK.WH
幅 140cm    ¥8,600／m

NEW

チェチェフロック
ストレッチメッシュ
FLK.MESH01/BLK.BLK
幅 145cm    ¥7,500／m

NEW

リンクスフロック
ストレッチネット
FLK.NET09/BLK.BLU.ZIR
幅 140cm    ¥7,400／m

リンクスフロック
ストレッチネット
FLK.NET09/BLK.EL.BLU
幅 140cm    ¥7,400／m

リンクスフロック
ストレッチネット
FLK.NET09/BLK.ULT.VIO
幅 140cm    ¥7,400／m

シエラ・ストレッチレース
SLF4001/BLK
幅 145cm    ¥6,200／m

アメリア
シルクバーンアウト
FLK.SLK04/BLK
幅 135cm    ¥7,500／m

NEW

NEW

バレンシア・リボンレース 
LR06081/BLK
幅 約5cm　¥4,200／m

NEW

NEW

マイクロ・フィッシュネット
FSH.NET03/BLK
幅 165cm    ¥4,500／m

タマラ・シートレース
LF05082/BLK
幅 約60cm    ¥21,800／m

アナスタシア・シートレース
LF05099/BLK
幅 約60cm    ¥21,800／m

ビンテージ・シートレース
LF06001/BLK
幅 約58cm    ¥18,200／m

ジョディー・リボンレース
LR05090/BLK
幅 App.12cm    ¥5,100／m

ジョージア・リボンレース
LR06077/BLK
幅 約14cm    ¥5,200／m
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トロピカルフラワー 
リボンレース
CR.RIB02/BLK
幅 10cm    ¥5,100／m

フュージョン・リボンレース
CR.RIB03/BLK
幅 約5cm    ¥2,500／m

ブロッサム・リボンレース
CR.RIB04/BLK
幅 11cm    ¥5,100／m

トライバル 
メタリックリボンレース
CR.RIB05/BLK　＊アイロン接着
幅 8cm    ¥4,000／m

アマリリス・リボンレース
CR.RIB07/BLK
幅 14cm    ¥4,500／m

バロック・リボンレース
CR.RIB09/BLK
幅 10.5cm    ¥4,000／m

サフォラ・リボンレース
CR.RIB10/BLK
幅 約20cm    ¥5,100／m

フローレンス・リボンレース
CR.RIB11/BLK
幅 約9.5cm    ¥4,500／m

ビクトリア・リボンレース 
LR06078/BLK
幅 約6cm     ¥3,280／m

ブラック

アラニス・リボンレース
CR.RIB13/BLK
幅 約8cm    ¥2,300／m

シエンナ・リボンレース
CR.RIB14/BLK
幅 約10.5cm    ¥4,900／m

ガーランドローズ 
リボンレース
CR.RIB17/BLK
幅 約16cm    ¥2,870／m

ハロ・リボンレース
CR.RIB16/BLK
幅 約20cm    ¥4,900／m

ロザンヌ・リボンレース
CR.RIB15/BLK
幅 約10cm    ¥2,870／m

イザベラ・リボンレース
CR.RIB21/BLK
幅 約37cm    ¥3,900／m

レベッカ・リボンレース
CR.RIB22/BLK
幅 約37cm    ¥3,900／m

ロンバス 
ベルベットリボンレース
VEL.RIB01/BLK　＊アイロン接着
幅 約4cm    ¥1,600／m

ローヤルガーランド
ベルベットリボンレース
VEL.RIB02/BLK　＊アイロン接着
幅 約6cm    ¥1,600／m

リーフスワール 
ベルベットリボンレース
VEL.RIB03/BLK　＊アイロン接着
幅 約5cm    ¥1,600／m

エキゾチックフラワー 
リボンレース
EMB.RIB03/BLK
幅 9cm   ¥2,200／m

ネクサス・ レザー風 
フラワーリボンレース
EMB.RIB04/BLK
幅 7cm    ¥2,300／m

オリビア・リボンレース
CR.RIB18/BLK
幅 約16cm    ¥3,500／m

サンフラワー・リボンレース
LR05200/BLK
幅 11cm    ¥4,900／m

ジャスミンナイト 
モチーフレース
LM06001/BLK
長さ 22cm    ¥2,870／ペア

ミスティック 
モチーフレース
LM06002/BLK
長さ 18cm    ¥2,250／ペア

エターナル・モチーフレース
LM06003/BLK
長さ 29cm    ¥2,250／ペア

アンティーク 
モチーフレース
LM06004/BLK
長さ 27cm    ¥2,870／ペア

フリーダム・モチーフレース
LM06007/BLK
長さ 27cm    ¥2,500／ペア

アンジェリック 
モチーフレース
LM06014/BLK
長さ 16cm    ¥2,250／ペア

ヒーロー・モチーフレース
LM06015/BLK
長さ 21.5cm    ¥2,700／ペア

アリア・モチーフレース
LM06016/BLK
長さ 22cm    ¥2,300／ペア

エルサ・モチーフレース
LM06017/BLK
長さ 23cm    ¥2,300／ペア

クイン・モチーフレース
LM06018/BLK
長さ 16.5cm    ¥2,300／ペア

エマ・モチーフレース
LM06030/BLK
長さ 17cm    ¥2,150／ペア

マドンナ・モチーフレース
LM06031/BLK
長さ 25cm    ¥2,480／ペア

フェニックス 
モチーフレース
LM06033/BLK
長さ 30cm    ¥2,150／ペア

ペチュニア・モチーフレース
LM06034/BLK
長さ 43cm    ¥2,150／ペア

アムールグラマー 
モチーフレース
LM06035/BLK
長さ 31cm    ¥2,150／ペア

パッション・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM008/HEM.BLK
サイズ 14 x 17cm    ¥1,500／個

グラマー・エンブロイダリー 
モチーフレース
EM009/BLK　＊アイロン接着
長さ 25cm    ¥1,400／個

プレシャス・ベルベットフラ
ワーモチーフ
VM06002/BLK　＊アイロン接着
幅 8cm    ¥1,050／個

フリンジ
サイズと価格の詳細は
69ページをご覧下さい。

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
LUX.BOA/BLK
長さ 約180cm    ¥16,200／本

ハートリーフ 
モチーフレース
LM06032/BLK
長さ 19cm    ¥2,150／ペア

ブラック

オーストリッチ・フリンジ
OFRI/BLK
幅 約12cm    ¥5,100／m

ミア・リボンレース
CR.RIB27/BLK
幅 約6.5cm    ¥1,980／m

フレヤ・リボンレース
CR.RIB26/BLK
幅 約21cm    ¥4,500／m

マディソン・リボンレース
CR.RIB25/BLK
幅 約18cm    ¥4,900／m

ハーパー・リボンレース
CR.RIB29/BLK
幅 約6cm    ¥2,870／m

エラ・リボンレース
CR.RIB28/BLK
幅 約11cm    ¥3,800／m

NEW NEW NEW NEW NEW

ライラ・スパンコール
モチーフ
SM06003/BLK
長さ 19cm    ¥1,800／個

NEW

ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/BLK
ビーズ長さ 約7cm　
¥1,500円／50本束

ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/BLK
長さ 約7cm　¥5,600／m

ソフトボーニング
サイズと価格の詳細は
73ページをご覧下さい。
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SLF2004/col    幅 165cm     ¥6,480／m

ストレッチレース
フラワー・ストレッチレース

チェリーレッド ジェイドブラック

ミッドナイトスカイタンゴフレア スペアミント

ホットマゼンタ

コバルトサングロー ブルーパラダイス

モデナ

エレクトリックブルーピンクトロピカーナ ホワイト

エレクトリックピンク

ウルトラバイオレットトゥッティフルッティ

7cm

クリーム

マンゴー

NEW

NEW

ウルトラバイオレット

モデル着用アイテム
《CHRISANNE CLOVER クチュール・ドレス》

マットライクラ（LYC150/WH）
スムースベルベット（VEL01042/BLK）

ハートリーフモチーフレース（LM06032/WH）
ジョーゼット（GEO/BLK） 

サテンシフォン（SAT.CHIF/WH）
CAオーガンザ（ORGANZA/WH）

ソフトボーニング（CR77MM/WH）
Swarovskiクリスタル
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SLF2018/col    幅 140cm     ¥6,650／m

ストレッチレース
フローラルカスケード・ストレッチレース

レッド ブルージルコンパープルレイン ブラック

フローレセントレッド クールアクア

ホットマゼンタ

ブルーベリー

タンゴフレア フローグリーン

フューシャピンク

ライラックドリームサーモン サッシーイエロー

ピンクフィズ シュガーピンク サフランホワイト

7cm

アクア

ペパーミント

NEW

NEW

フローレセントレッド

SLF1000/col    幅 140cm    ¥6,650／m

ストレッチレース
ギャラクティック・ストレッチレース

ライラックドリーム

SLF3003/col    幅 145cm     ¥6,280／m
スワール・ストレッチレース

レッド

タンゴフレア サフラン

ジェイドエレクトリックピンク

ターコイズ

ホワイト

エレクトリックブルー ブラック

ブルージルコン

ブルーパラダイス

ブラック

スペアミント ホワイト

サフラン

8cm

9cm

ブルーパラダイス

フローレセントレッド
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SLF3004/col    幅 150cm     ¥5,900／m

ストレッチレース
ジオメトリック・ストレッチレース

レッド

フローレセントレッド

ピンクフィズ ジェイド

ブラック

ペパーミント

サーモン サフラン

フローグリーン

ホワイト

ブラック

SLF1007/col    幅 135cm     ¥6,200／m
ロマンティック・ストレッチレース

ブラック

SLF3011/BLK
幅 140cm    ¥4,900／m

デイジーチェーン・ストレッチレース

ホワイト

ターコイズ

トロピックライム

ミッドナイトスカイ

フューシャピンク

15cm

エメラルド

フューシャピンク

パープルレイン

シャンパン

NEW

NEW

NEW

NEW

ブラックブラック

SLF4001/BLK
幅 145cm　¥6,200／m

シエラ・ストレッチレース

ダークミッドナイトスカイ ホワイトブラック

SLF4002/col    幅 135cm     ¥4,900／m
ジャングル・ストレッチレース

チェリーレッド

ピンクフィズ

ミッドナイトスカイ

カプチーノ

レッド

ライラックドリーム エレクトリックブルー

サフラン

タンゴフレア

トゥッティフルッティ

ブルーベリー ジェイド

ブラック

サーモン

シュガーピンク

ターコイズ クールアクア

ホワイト

フューシャピンク

ピンクトロピカーナ

スペアミント

ヘマタイト

ブルージルコン

LF05082/col    幅 約60cm    一列のパターン数：5個    ¥21,800／m

シートレース

タマラ・シートレース

パープルレイン

モデナ

アクア

フローグリーン

サングロー

NEW
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レッド

オレンジ

ホワイト

フローレセントレッド

ウルトラバイオレット

レッド

トゥッティフルッティ

パープルレイン エメラルド

コバルト

フローレセントレッド

ローズピンク ターコイズ

ジェイド

タンゴフレア ペパーミント

ブルーパラダイス

ブルーパラダイス

LF05099/col    幅 約60cm    一列のパターン数：7個    ¥21,800／m

シートレース
アナスタシア・シートレース

エレクトリックピンク

モデナ

ブラック

ゴールド

ブラックマンゴー

シルバー

サフラン

ホワイト トロピックライム

LF06001/col    幅 約50cm    一列のパターン数：4個    ¥18,200／m
ビンテージ・シートレース

リボンレース

サーモン クールアクア サフラン ホワイトブルーパラダイス

LR05098/col    幅 約9.5cm    ¥5,100／m
サミラ・リボンレース

ホワイト

LF05179/WH    幅 約60cm    一列のパターン数：6個    ¥21,800／m
モーニングフラワー シートレース

チェリーレッド

ウルトラバイオレット

ブラック

フローレセントレッド

カプチーノサングロー

コバルト

パープルレイン

トゥッティフルッティ

ターコイズ

LR06077/col    幅 約14cm    ¥5,200／m
ジョージア・リボンレース

ピンクトロピカーナ ホワイト

ピンクフィズ

ホットマゼンタ

NEW

ホワイト

アクアライラックドリームサーモン

マンゴー

ブラックレッド

LR06081/col    幅 約5cm   ¥4,200／m
NEW バレンシア・リボンレース

ダークトゥッティフルッティ

エメラルド

フローグリーン

クールアクア

NEW

NEW

NEW

NEW

オレンジ
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リボンレース

レッド

ターコイズ

ブラック

タンゴフレア

ゴールド

サフランアクア

フローグリーン

パープルレイン ジェイド

ペパーミント

LR06078/col    幅 約6cm     ¥3,280／mビクトリア・リボンレース

ウルトラバイオレット

ローズピンク

ホワイト トロピックライム

ホットマゼンタ ブルーベリーミッドナイトスカイ ブルージルコン スペアミント

LR05097/col    幅 約8cm    ¥5,100／mシモーナ・リボンレース

ホワイト

LR05100/WH   幅 約9cm    ¥5,100／m
スワール・リボンレース

ブラック

LR05090/col    幅 約12cm    ¥5,100／m
ジョディー・リボンレース

ホワイト

リボンレース

サフラン

ローズピンク

シャンパン

ブラック

ペパーミント

レッド ジェイド

CR.RIB23/col    幅 約13cm     ¥3,000／mブランブル・リボンレース

フローグリーン

ホワイトトロピックライム

レッド

ペパーミント

ブラック

サフラン ホワイト

ジェイド

シャンパン

フローグリーン

トロピックライム

CR.RIB24/col    幅 約6cm     ¥2,650／mダイヤモンド・リボンレース

ローズピンク

ブラック

CR.RIB13/BLK   幅 約8cm     
¥2,300／m

アラニス・リボンレース

ブラック

CR.RIB11/BLK   幅 約9.5cm     
¥4,500／m

フローレンス・リボンレース

ブラック

CR.RIB16/BLK    幅 約20cm     
¥4,900／m

ハロ・リボンレース

ブラック

VEL.RIB01/BLK   幅 約4cm     
¥1,600／m　＊アイロン接着

ロンバス・ベルベット 
リボンレース

ブラック

VEL.RIB03/BLK   幅 約5cm    
¥1,600／m　＊アイロン接着

リーフスワール・ベルベット 
リボンレース

ブラック

VEL.RIB02/BLK   幅 約6cm     
¥1,600／m　＊アイロン接着

ローヤルガーランド 
ベルベットリボンレース

シルバー

エレクトリックピンク

コバルト

フューシャピンク

エレクトリックブルー

NEW

NEW

NEW

NEW
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リボンレース

アンティークホワイトブラック

CR.RIB17/col    幅 約16cm     ¥2,870／m
ガーランドローズ・リボンレース

ホワイトブラック

CR.RIB15/col    幅 約10cm    ¥2,870／m
ロザンヌ・リボンレース

ブラック

CR.RIB07/col    幅 約14cm     ¥4,500／m
アマリリス・リボンレース

アンティークホワイトブラック ブラック

CR.RIB18/col    幅 約16cm    ¥3,500／m
オリビア・リボンレース

アンティークホワイトブラック

CR.RIB21/col    幅 約37cm    ¥3,900／m
イザベラ・リボンレース

CR.RIB22/col    幅 約37cm     ¥3,900／m
レベッカ・リボンレース

アンティークホワイト

アンティークホワイト

ブラック

レッド ホワイトブラック

CR.RIB03/col    幅 約5cm     ¥2,500／m
フュージョン・リボンレース

ホワイト

CR.RIB01/WH   幅 約35cm     
¥6,200／m

ワイドローズ・リボンレース

レインドロップ・リボンレース

ブラック

EMB.RIB03/col   幅 9cm     
¥2,200／m

エキゾチックフラワー・リボンレース

リボンレース

ゴールド シルバーブラック ホワイト

CR.RIB02/col    幅 10cm    ¥5,100／m
トロピカルフラワー・リボンレース

ブラック シルバー ホワイト

LR05200/col    幅 11cm    ¥4,900／m
サンフラワー・リボンレース

ゴールド

アンティーク・ゴールド シルバーブラック

CR.RIB09/col    幅 約10.5cm     ¥4,000／m
バロック・リボンレース

ゴールドブラック

CR.RIB05/col    幅 約8cm  ¥4,000／m ＊アイロン接着

トライバル・メタリックリボンレース

ゴールド シルバーブラック ガンメタル

CR.RIB14/col    幅 10.5cm    ¥4,900／m
シエンナ・リボンレース

CR.RIB04/col    幅 11cm    ¥5,100／m
ブロッサム・リボンレース

ゴールド シルバーブラック ホワイト

ブラック

EMB.RIB04/BLK   幅 7cm     
¥2,300／m

ネクサス・ レザー風 
フラワーリボンレース

ブラック

CR.RIB10/BLK   幅 約20cm     
¥5,100／m

サフォラ・リボンレース

ホワイト

CR.RIBJT01/col   幅 最長部 約5cm
3,500円／m

ホワイトブラック

CR.RIB29/col    幅 6cm    ¥2,870／m
NEW ハーパー・リボンレース

CR.RIB26/col    幅 21cm　¥4,500／m    
NEW フレヤ・リボンレース

アンティークホワイトブラック

ブラック アンティークホワイト

CR.RIB28/col    幅 約11cm　¥3,800／m
NEW エラ・リボンレース

ホワイトブラック

CR.RIB27/col    幅 約6.5cm     ¥1,980／m
NEW ミア・リボンレース

ブラック

CR.RIB25/BLK   幅 18cm　¥4,900／m
NEW マディソン・リボンレース
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モチーフレース

レッド

コバルト

ブラック

フローレセントレッド

ブルーベリー

ホワイト

ジェイド

ブルーパラダイス

LM06015/col    長さ 21.5cm     ¥2,700／ペア
ヒーロー・モチーフレース

エレクトリックピンク

ブラック

シルバー

レッド

ブルーパラダイス

マンゴー

フローレセントレッド サフラン

ターコイズ

ウルトラバイオレット

エメラルド

ペパーミント

LM06032/col    長さ 19cm    ¥2,150／ペア
ハートリーフ・モチーフレース

パープルレイン

ローズピンクタンゴフレア ゴールドフローグリーン

ホワイト

モチーフレース

チェリーレッド

ホワイト

ブラック

レッド

ジェイド

パープル

ゴールド

シルバー

LM06007/col    長さ 27cm     ¥2,500／ペア
フリーダム・モチーフレース

ミッドナイトスカイ

レッド

モデナ

エメラルド

フローレセントレッド

ペパーミント

ウルトラバイオレット

サフラン

ブラックパープルレイン

LM06030/col    長さ 17cm    ¥2,150／ペア
エマ・モチーフレース

オレンジ

ホワイト

タンゴフレア

フローグリーン

トロピックライム

ターコイズ

ジェイド

マンゴー

ライラックドリーム

NEW

NEW

フューシャピンク

サーモン

ピンクフィズ クールアクア

NEW

NEW NEW

NEW

フューシャピンク

エレクトリックピンク エレクトリックブルー

コバルト

クールアクア

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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モチーフレース

レッド ゴールド

フローレセントレッド マンゴー

パープルレイン

ターコイズ

ブルーパラダイス

LM06031/col    サイズ 25 x 10cm    ¥2,480／ペア
マドンナ・モチーフレース

モデナ

ブラック

シルバー

ホワイトオレンジ サフランローズピンク

アクア

トロピックライム

ホワイトブラック

LM06001/col    長さ 22cm     ¥2,870／ペア
ジャスミンナイト・モチーフレース

ホワイトブラック

LM06004/col    長さ 27cm     ¥2,870／ペア
アンティーク・モチーフレース

ホワイトブラック

LM06003/col    長さ 29cm     ¥2,250／ペア
エターナル・モチーフレース

ホワイトブラック

LM06002/col    長さ 18cm    ¥2,250／ペア
ミスティック・モチーフレース

ブラック ホワイトレッド

アムールグラマー・モチーフレース

ゴールド

モチーフレース

シルバーゴールド

LM06011/col    ＊アイロン接着
長さ 11.5cm     ¥1,600／ペア

リーガル・モチーフレース

シルバーゴールド

LM06012/col    ＊アイロン接着
長さ 18cm     ¥1,400／ペア

ハーモニー・モチーフレース

シルバーゴールド

LM06013/col    ＊アイロン接着
長さ 20cm     ¥2,250／ペア

ローヤル・モチーフレース

レッド ホワイトゴールド

LM06034/col    長さ 43cm    ¥2,150／ペア
ペチュニア・モチーフレース

ジェイド ブラック

レッド ホワイトゴールド

LM06033/col    長さ 30cm    ¥2,150／ペア
フェニックス・モチーフレース

ブルーベリー ブラック

ブルーベリー

LM06035/col    長さ 31cm     ¥2,150／ペア

ミッドナイトスカイ

スペアミント

NEW

NEW

ゴールド シルバー ホワイト

LM06038/col    長さ 13cm    ¥1,600／ペア　＊アイロン接着
NEW アリアナ・モチーフレース

シルバーゴールド

LM06037/col    長さ 11cm     ¥900／個　＊アイロン接着
NEW エビ−・モチーフレース

シルバーゴールド

LM06036/col    長さ 9.5cm    ¥1,250／ペア　＊アイロン接着
NEW ローラ・モチーフレース

ブラック ホワイトレッド

LM06016/col    長さ 22cm     ¥2,300／ペア
アリア・モチーフレース

ホワイトブラック

LM06014/col    長さ 16cm     ¥2,250／ペア
アンジェリック・モチーフレース
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モチーフレース

ホワイト 〜 レッドマルチレッド チェリーレッド 〜  
パープル

サッシーイエロー 〜  
サフラン

サフラン 〜 オレンジ

EM006/col    サイズ 27 x 14cm     ¥1,900／個
ポピー・エンブロイダリーフラワーモチーフ

マルチブルー

EM007/col    サイズ 24  x 25cm     ¥1,900／個
インペリアル・エンブロイダリーフラワーモチーフ

レッド ヘマタイト×ブラック

EM008/col    サイズ 14 x 17cm    ¥1,500／個
パッション・エンブロイダリーフラワーモチーフ

マルチピンク レッド ブラック

EM009/col    長さ 25cm    ¥1,400／個　＊アイロン接着
グラマー・エンブロイダリーフラワーモチーフ

ホワイト

ブルー 〜 グリーン ピンク 〜 ホワイト

EM001/col    長さ 28cm     ¥1,250／個
エンブロイダリーフラワーモチーフ

パープル 〜 ピンク オレンジ 〜 イエロー

EM06024/MULTI.MID.SKY   
サイズ 12 x 27.5cm     
¥2,500／ペア

シークレット・フラワー 
モチーフ

ライラ
スパンコールモチーフ 
SM06003/BLK   
サイズ 19 x 22cm  
¥1,800／個

NEWNEW

NEW

ブラック ホワイトレッド

LM06018/col    長さ 16.5cm     ¥2,300／ペア
クイン・モチーフレース

ブラック ホワイトレッド

LM06017/col    長さ 23cm    ¥2,300／ペア
エルサ・モチーフレース

ホワイトブラック

プレシャス・ベルベットフラワーモチーフレース
VM06002/col    長さ 8cm    ¥1,050／個　＊アイロン接着

モデル着用アイテム
フラワー・ストレッチレース

（SLF2004/MID.SKY） 
シークレット・フラワーモチーフ

（EM06024/MULTI.MID.SKY）

EM06028/MULTI.RED   
サイズ 25 x 21cm  
¥1,980／個

トゥルース
フラワーモチーフ

EM06027/MULTI.RED   
サイズ 11.5 x 30.5cm
¥1,800／個

フォーエバー・フラワー 
モチーフ

EM06019/MULTI.RED   
長さ 16.5cm   
¥1,250／個

リディア・モチーフ 
レース

EM06029/MULTI.CHA   
サイズ12 x 27.5cm  
¥1,800／個

プロミス・フラワー 
モチーフ

チャーミング
フラワーモチーフ
EM06030/PINK.RED   
長さ 12cm
¥1,150／個

アバ・フラワー
モチーフ 
EM06031/MULTI.PINK   
長さ 14cm  
¥1,800／個
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クリスタルローズフロック・ストレッチネット
FLK.NET31/col　幅 140cm    ¥5,200／m

ブラック

タンシャンパンセリース サンライズ

ペールターコイズ ターコイズ オーシャンブルーハワイブルー

フロック素材

ホワイト×ホワイト

ブラック× 
ピンクフィズ

リンクスフロック・ストレッチネット
FLK.NET09/col　幅 140cm    ¥7,400／m

ブラック× 
ブルージルコン

ブラック×カプチーノ

ブラック×ブラック

ブルー×ホワイト ブラック×エレクト
リックブルー

ブルーパラダイス×
ホワイト

ブラック×ウルトラ
バイオレット

レッド×レッド ブラック×フローレ
セントレッド

モデル着用アイテム
リンクスフロック・

ストレッチネット
（FLK.NET09/BLK.PINK.FIZZ）

フロック素材

ウィンザーフロック・ストレッチネット
FLK.NET21/col　幅 140cm　¥7,400／m

ブラック

ブラック ブラック ミッドナイトスカイ

ホワイト

ホワイト ホワイト

パープルレイン ピンクトロピカーナ

ミュージカルフロック・ストレッチネット 

ブラック×ブルーベリーブラック×ジェイドブラック×フューシャピンク ブラック×フローレセントレッド

FLK.NET15/col　幅 140cm    ¥7,400／m

オルラフロック・ストレッチネット
FLK.NET16/col　幅 150cm　¥7,400／m

オフェリアフロック・ストレッチネット
FLK.NET1７/col　幅 150cm　¥7,400／m

ブラック×ブラックブラック×ブラック ピンクフィズ×ブラック ホワイト×ホワイト

チェチェフロック・ストレッチメッシュ
FLK.MESH01/col　幅 145cm    ¥7,500／m

NEW NEW

アメリア・シルクバーンアウト
FLK.SLK04/col　幅 135cm    ¥7,500／m 

NEW NEW NEW

58
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スクラブルフロック・ストレッチネット
FLK.NET23/BLK.BLK　
幅 150cm  ¥6,200／m

ブラック×ブラック

ベゴニアフロック・ストレッチネット
FLK.NET24/BLK.BLK　
幅 150cm  ¥6,550／m

ブラック×ブラック

バーネットフロック・ストレッチネット
FLK.NET27/BLK.BLK　
幅 150cm   ¥6,550／m

ブラック×ブラック

ポピーフロック・ストレッチネット
FLK.NET28/BLK.BLK　 
幅 150cm  ¥6,550／m

ブラック×ブラック

センナフロック・ストレッチネット
FLK.NET29/BLK.BLK　 
幅 150cm  ¥6,550／m

ブラック×ブラック

ストライプフロック・ストレッチネット
FLK.NET30/BLK.BLK　幅 150cm   
ストライプサイズ 1cm    ¥6,550／m

ブラック×ブラック

グラフィティフロック・ストレッチネット ジャガーフロック・ストレッチネット スペックルドフロック・ジョーゼット
FLK.NET22/BLK.BLK　 
幅 140cm  ¥7,400／m

FLK.NET11/BLK.BLK　 
幅 140cm  ¥7,400／m

FLK.GEO03/BLK.BLK　 
幅 130cm  ¥5,700／m

ブラック×ブラック ブラック×ブラック ブラック×ブラック

フロック素材

ネイビー・ストレッチギャバジン
幅 150cm　¥4,200／m

ギャバジン メンズテーラー＆ズボン用素材

プレーン・ストレッチギャバジンウィーブストライプ 
ストレッチギャバジン

トリプルストライプ 
ストレッチギャバジン

プレミアム・ストレッチギャバジン
幅 140cm　¥3,800／m　

幅 140cm　¥4,200／m　　幅 140cm　¥4,200／m　
幅 140cm　¥4,200／m　

ブラックブラックブラックブラック

エンペラー・ストレッチギャバジン

フローストライプ
ストレッチギャバジン

幅 140cm　¥4,200／m　

幅 140cm　¥4,600／m　

ブラック （ノンステッチ）

ブラック ブラック ブラック

ブラック×ブルーステッチ ブラック×レッドステッチ

ラグジュアリーピンストライプ 
ギャバジン
LUX.GAB.01/PIN.BLK
幅 145cm    ¥6,600／m

ソブリン・ギャバジン
STR.GAB03/BLK
幅 140cm　¥4,200／m

スエード風・ストレッチギャバジン
幅 110cm　¥3,500／m　

ブラック ライトブラウン ネイビーワイン

レオパードフロック・ストレッチネット
FLK.NET26/BLK.BLK　
幅 150cm  ¥6,550／m

ブラック×ブラック
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レザー風ライトウェイトライクラ
／ブラック
STR02644/BLK
幅 150cm    ¥4,200／m

マーマル・ストレッチマイクロ
ファイバー／ブラック
MICRO.STR01/BLK
幅 145cm    ¥4,300／m

マイクロ・フィッシュネット 
／ブラック
FSH.NET03/BLK
幅 165cm    ¥4,500／m

ラグジュアリーメンズファブリック

マルセーラ ／ホワイト
MARCELLA/WH
幅 150cm    ¥5,800／m

マルセーラ ／ブラック
MARCELLA/BLK
幅 150cm    ¥5,800／m

ポリコットン／ホワイト
POLYCOTTON/WH
幅 150cm    ¥1,250／m

ポリコットン／ブラック
POLYCOTTON/BLK
幅 150cm    ¥1,250／m

ダンスクレープ／ブラック
CREPE/BLK
幅 130cm    ¥4,800／m

ダンスクレープ／レッド
CREPE/RED
幅 130cm    ¥4,800／m

ダンスクレープ／ホワイト
CREPE/WH
幅 130cm    ¥4,800／m

スムースベルベット 
／ブラック
VEL01042/BLK
幅 140cm    ¥4,900／m

ベルベットストライプバーン 
アウト／ブラック
VEL.STP01/BLK
幅 140cm    ¥5,800／m

ベルベットストライプバーン 
アウト／レッド
VEL.STP01/RED
幅 140cm    ¥5,800／m

ウェーブ・ベルベットバーン 
アウト／ブラック
VEL.WV01/BLK
幅 145cm    ¥5,800／m

ウェーブ・ベルベットバーン 
アウト／レッド
VEL.WV01/RED
幅 145cm    ¥5,800／m

ウェーブ・ベルベットバーンアウト
／ダークミッドナイトスカイ
VEL.WV01/DK.MID.SKY
幅 145cm    ¥5,800／m

スパークルストライプ
ストレッチ／ブラック
LYC.STR08/BLK
幅 140cm    ¥3,800／m

スパークルアブストラクト 
ストレッチ／ブラック
LYC.STR09/BLK
幅 140cm    ¥3,800／m

NEW NEW

ストレッチストライプ・メッシュ
／ブラック
NET.STP02/BLK
幅 150cm    ¥5,100／m

ストレッチストライプ・メッシュ
／ホワイト
NET.STP02/WH
幅 150cm    ¥5,100／m

NEW NEW

ピラミッド・シャインライクラ 
 ／ブラック
LYC.SHN01/BLK.BLK
幅 145cm    ¥4,800／m

ダブルストライプ・ライクラ 
／ブラック
LYC.STR01/BLK
幅 140cm    ¥4,300／m

ダブルストライプ・ライクラ 
／ホワイト
LYC.STR01/WH
幅 140cm    ¥4,300／m

チェッカーストライプ・ストレッチ
クレープ／ブラック
LYC.STR02/BLK
幅 150cm    ¥4,300／m

チェッカーストライプ・ストレッチ
クレープ／ホワイト
LYC.STR02/WH
幅 150cm    ¥4,300／m

ラージフィッシュネット 
／ブラック
FSH.NET01/BLK
幅 150cm    ¥3,900／m

アブストラクト・メタリック 
フィッシュネット ／ブラック
FSH.NET02/BLK
幅 160cm    ¥4,980／m

ラグジュアリーメンズファブリック

ニューファイン・フィッシュネット
／ホワイト
SML.FSH/WH
幅 110cm    ¥2,750／m

ニューファイン・フィッシュネット
／ブラック
SML.FSH/BLK
幅 110cm    ¥2,750／m

ナローストライプ・ストレッチ
／ブラック
NET.STP03/BLK
幅 150cm    ¥5,100／m

ナローストライプ・ストレッチ
／ホワイト
NET.STP03/WH
幅 150cm    ¥5,100／m

NEW NEW

チェッカーストライプ・ストレッチ 
クレープ／ホワイト×ブラック
幅 145cm    ¥4,500／m

シアーストライプ・ライクラ
／ブラック
幅 150cm    ¥4,500／m
ストライプ幅 8mm

シアーストライプ・ライクラ
／ホワイト
幅 150cm    ¥4,500／m
ストライプ幅 8mm

モールストライプ・ストレッチ
クレープ／ブラック
CRP.STR01/BLK
幅 150cm    ¥4,500／m

モールストライプ・ストレッチ
クレープ／ブラック
CRP.STR01/WH
幅 150cm    ¥4,500／m

ダイヤモンドフリル・ストレッチネット
／ブラック
幅 140cm    ¥4,500／m

ダイヤモンドフリル・ストレッチ
ネット／アンティークホワイト
幅 140cm    ¥4,500／m

クリスタルストライプ・ライクラ
／ホワイト
幅 150cm    ¥4,200／m

ラージフィッシュネット
／ホワイト
FSH.NET01/WH
幅 150cm    ¥3,900／m
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ミックスアニマル・サテン
4,500／m 幅140cm  ノンストレッチ

ミックスアニマル・クレープシフォン
3,200／m 幅145cm　

マルチブラウン

サンドキャット・ストレッチベルベット
¥4,500／m　幅 150cm ¥4,250／m　幅 170cm

マルチブラウン マルチブラウン
マーゲイ・ストレッチクレープライトカブ・ストレッチクレープ

¥4,500／m　幅 150cm

マルチブラウン

マルチブラウンマルチパープル マルチパープル

アニマル柄

ナチュラルレオパード 
ストレッチクレープ
幅 150cm　¥4,500／m

アニマルプリント 
（ライクラ）

LYC.PRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,200／m

アニマルプリント 
（ストレッチネット）

NET.PRT/BLK.SAF
幅 140cm   ¥5,800／m

ダブルアニマルプリント 
（ライクラ）

LYC.DPRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,900／m

アニマルプリント 
（ラグジュアリークレープ）

LUX.CRP.PRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,200／m

ダブルアニマルプリント 
（ラグジュアリークレープ）

LUX.CRP.DPRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,900／m

アニマルプリント 
（ジョーゼット）

GEO.PRT/BLK.SAF 
幅 112cm   ¥3,600／m

アニマルプリント 
（サテンシフォン）

SACH02552/BLK.SAF
幅 112cm   ¥4,300／m

タイガープリント（ライクラ）
STR02500/BRN.BLK
幅 145cm   ¥4,980／m

アニマルプリント 
（ストレッチ ベルベット）

VEL.PRT03/BLK.SAF
幅 140cm   ¥6,200／m

アニマルプリント 
（オーガンザ）

TWPRT01/BLK.SAF
幅 140cm   ¥3,500／m

ゼブラプリント（ライクラ）
STR02506/BLK.WH
幅 145cm   ¥4,980／m

ゼブラプリント 
（サテンシフォン）

SACH02660/BLK.WH
幅 112cm   ¥4,300／m

フローラルアニマルプリント
（ライクラ）

LYC.PRT07/PINK.BRN
幅 150cm   ¥4,980／m

フローラルアニマルプリント
（ラグジュアリークレープ）

LUX.CRP.PRT07/PINK.BRN
幅 150cm   ¥5,400／m

＊限定コレクションは数量限定品です。
在庫が無くなり次第終了となります。

＊限定コレクションは数量限定品です。
在庫が無くなり次第終了となります。シェーディング限定コレクション

SACH02492/col    幅 112cm    ¥4,500／m
シェーディング・サテンシフォン

レッド 〜 サングロー ブラック 〜 ホワイトヘマタイト 〜 シルバーパープルレイン 〜 ホワイト

レッド 〜 ホワイト

ブルーベリー 〜 ターコイズ

ヘマタイト 〜 ホワイトブルーベリー 〜 ホワイト

シュガーピンク 〜 ホワイト

エレクトリックブルー 〜  
ホワイト

GEO02492/col    幅 112cm    ¥3,700／m
シェーディング・ジョーゼット

レッド 〜 ホワイト サフラン 〜 ホワイト ブラック 〜 ホワイト

パープルレイン 〜 ホワイトシュガーピンク 〜 ホワイト

ヘマタイト 〜 ホワイトブルーベリー 〜 ホワイト

サフラン 〜 ホワイト

限定コレクション
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レッド

フロー オレンジ

サーモン ローズピンク

フローイエロー

フローピンク ホワイト トロピックライム

フローピンク

フロー オレンジ

フローグリーン ブラック

ブラック

ホワイトヌード

ブラック

マイクロ・フィッシュネット
FSH.NET03/BLK
幅 165cm    ¥3,900／m

FSH.NET02/col    幅 160cm    ¥4,980／m
アブストラクト・メタリックフィッシュネット

FSH.NET01/col    幅 150cm    ¥3,900／m
ラージフィッシュネット

SML.FSH.NET/col　幅 110cm　¥2,750／m　ホールサイズ 5mm

ブラックホワイト

フューシャライラック

サファイヤターコイズ

ローズピンクレッド

ニューファイン・フィッシュネット

モデル着用アイテム
《CHRISANNE CLOVER クチュール・ドレス》

マットライクラ
（LYC150/NUDE） 

アブストラクト・メタリックフィッシュネット
（FSH.NET02/BLK） 

Swarovskiクリスタル

＊限定コレクションは数量限定品です。
在庫が無くなり次第終了となります。フィッシュネット 限定コレクション
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フリンジ
カラーチャート

フローレセントレッド エレクトリックピンク

パープルレイン

ターコイズ

サフラン

カプチーノ

ホワイト

タンゴフレア ピンクフィズ

ジェイド

サッシーイエロー

ゴールド メタリック

サーモン

ブルーベリー

フローグリーン

シルバー メタリック

レッド フューシャピンク エレクトリックブルー

トロピックライム

ブラック

ブルーパラダイス

クールアクア

オレンジ

マンゴー

ローズピンク

ホットマゼンタ

アクア

エメラルド

ペパーミント

ミッドナイトスカイ
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ブ
ラ
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フリンジ 15cm
FR.15/col

¥1,590／m

フリンジ 15cm
FR.15/col 

(メタリック)
¥1,780／m

フリンジ 30cm
FR.30/col

¥2,320／m

フリンジ 30cm
FR.30/col

 (メタリック)
¥2,880／m

フリンジ 45cm
FR.45/col

¥3,100／m

フリンジ 60cm
FR.60/col

¥4,600／m

ストレッチ 15cm
FR.STR15/col

¥1,980／m

ストレッチ 30cm
FR.STR30/col

¥2,980／m

ブルージルコン

NEW

モデル着用アイテム
《CHRISANNE CLOVER クチュール・ドレス》

マットライクラ（LYC150/EME）
ストレッチネット（FNET4/BLK） 
ストレッチネット（FNET4/NUDE）
ブライヤ・ストレッチレース（SLF3009/BLK）
エルサ・モチーフレース（LM06017/BLK） 
フリンジ（FR.30/BLK、FR.30/EME）
Swarovskiクリスタル
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ビーズドロッパー

ストレッチ・ビーズフリンジ
BEAD.FRINGE/col    長さ 約7cm　ビーズ１つの長さ 5mm    ¥5,600／m

ビーズドロッパー
ビーズドロッパー
BEAD.DROPPER/col    ビーズ長さ：約7cm    ビーズ１つの長さ 2mm    ¥1,500／50本束 

チェリーレッド

レッド

ゴールド

ウルトラバイオレットAB

フェーングリーン

アクアマリン カプチーノ サッシーイエロー

ブラック

シルバージェットAB

ゴールド

ライラックドリーム 〜  
ボルケーノ 

シルバー 〜 アメジスト

シルバー 〜 コバルト

シルバー 〜 アクアマリン

ボルケーノ 〜  
ジェットヘマタイト

ペリドット 〜 フェーングリーン

シルバー 〜 ジェット

シルバー 〜 カプチーノライラックドリーム 〜  
ボルケーノ

ジェット 〜 ホワイトオパール

ホワイトオパール 〜 ジェット 

トパーズ

シェーデッドビューグル・ビーズドロッパー
SHA.BUGLE/col     ビーズ長さ：約7cm    ビーズ１つの長さ：5mm    ¥1,980／50本束 

レッド サン サファイヤ AB フェーングリーン ゴールド

エレクトリックピンク サフラン アクアマリン ブラック シルバー

NEW NEW

NEW

NEW

メタリックシャンパン

ツイストビーズドロッパー
BUGLE.DROP/col  　　 ビーズの長さ：約7cm   ビーズ１つの長さ：5mm    ¥1,500／50本束 

マットコバルト

ライトシャム マットコバルトライトコロラドトパーズ

シャイニーコバルト

クリスタル

シャンパン

サン

エリナイト

ライトローズ

サファイヤABシトリン

ピーチAB

ゴールド

メタルシルバー

エメラルド

ホワイトオパール

ブルージルコン ジェットヘマタイト

アブシンス

クリスタルペリドット

ジェット

ボルケーノ

アクアマリン

ガンメタル
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フェザー

マラボー
MARABOU/col    長さ 約180cm   太さ 約9cm   ¥4,200／本

オーストリッチフリンジ
全38色
OFRI/col    約12cm丈   ¥5,100／ｍ

ピュアオーストリッチ 
ラグジュアリーボア
全30色（★印があるカラー）
LUX.BOA/col   ¥16,200／本
幅 約15cm　長さ 約1.8m

レッド ウルトラバイオレット オレンジ サフランライトターコイズ ブラックダークスペアミント ホワイト

＊ フェザー類は、入荷時期により 
　 色が異なる事がございます。

チェリーレッド ★

パープルレイン ★

ブルーベリー ★レッド ★

ウルトラバイオレット ★

エレクトリックブルー ★

ミッドナイトスカイ ★フューシャピンク ★

ホットマゼンタ

ターコイズ ★

エレクトリックピンク ★

モデナ

ブルーパラダイス ★

シルバー

ピンクフィズ ★

ライラックドリーム ★

ブルージルコン ★

カプチーノ ★

トゥッティフルッティ ★

シュガーピンク ★

ジェイド ★

サーモン ★

シャンパン

クールアクア ★

サングロー

ホワイト ★

スペアミント ★

オレンジ

サフラン ★

サッシーイエロー

コバルト ★タンゴフレア ★

アクア ★

エメラルド ★

トロピックライム ★

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

ピンクトロピカーナ

ブラック ★

ヘマタイト ★ 

NEW

ソフトボーニング
（クリノリン）

幅77mm CR77MM/col    ¥590／m

チェリーレッド

フューシャピンク

パープルレイン

エメラルド

オレンジ

ブラック

レッド

ピンクフィズ

ウルトラバイオレット

ジェイド

マンゴー

シルバー

フローレセントレッド

トゥッティフルッティ

ミッドナイトスカイ

クールアクア

ホワイト

タンゴフレア

ブルーベリー

フローグリーン

ゴールド

クリーム

サーモン

ローズピンク

エレクトリックブルー

トロピックライム

カプチーノ

シャンパン

ブルーパラダイス

幅15mm CR15MM/col    ¥350／m

幅40mm CR40MM/col   ¥550／m

幅154mm CR154MM/col   ¥680／m

15mm 40mm 77mm
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マンゴー

オレンジ

カプチーノ

フローグリーン

  ゴールド

クリーム

シャンパン

サーモン

ローズピンク

パープルレイン

ミッドナイトスカイ

トロピックライム

シルバー

ホワイト

ブラック

ピンクフィズ

トゥッティフルッティ

エレクトリックブルー

ブルーパラダイス

クールアクア

チェリーレッド         

フローレセントレッド

レッド    

タンゴフレア

フューシャピンク

ウルトラバイオレット

ブルーベリー

ジェイド

エメラルド l l

154mm

l l

l l

l l

NEW メタリックエッジ・ソフトボーニング 100mm CR.MET100MM/col    幅 100mm    ¥760／m

ローズ×ホワイト シルバー×ホワイトイリディセント×
ホワイト

ブラック×ホワイト

シルバー×ホワイト
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2/3 ブラパッド
BFIL
¥650／ペア

ワンダーパッド
WPAD/FLESH
¥720／ペア

ストレッチストラップ  
フレッシュ - 1cm幅
¥380 ／ m
STRAP.ELA/FLESH

ストレッチストラップ  
タン - 1cm幅
¥380／m  
STRAP.ELA/TAN

ストレッチストラップ  
フレッシュ - 2cm幅
¥380 ／ m
STRAP.ELA20MM/FLESH

Riginline ボーニング    
8mm - ブラック、ホワイト　¥240／m
RIG8MM/col
12mm - ブラック、ホワイト　¥325／m
RIG12MM/col

丸ブラパッド - フレッシュ
BFIL/FLESH   直径約14cm
¥760／ペア

タン　XS, S, M, L
BCUP.SIZE/UP/TAN

¥1,190／ペアリフトアップ・ブラカップ

フレッシュ　S, M
BCUP.SIZE/UP/FLESH

ブラック　S, M 
BCUP.SIZE/UP/BLK

透明ストラップ  
アジャスター付き
ブラ付け替え用¥500／ペア

BCUP.SIZE/TAN
S, M, L, XL
¥1,000 ／ペア

ノーマル・ブラカップ - タン

ドレス用鍵ホック（大） 
 1×1.2cm 
シルバー, ブラック
¥120／ペア　

ストレッチベルベットリボン 
（片面／ブラック） 0.6cm 幅  400円／m
（片面／ブラック） 1cm幅  500円／m  
（片面／ブラック） 2cm幅  600円／m  

ドレス用鍵ホック（小）
9.5×7.6mm　シルバー, ブラック 
¥55／ペア  
ストッパー付きではずれにくい 
小型の鍵ホック

アクセサリー アクセサリー

スパンコール  (各色３サイズ)

レッド ゴールド シルバー ブラック

SBB19MM/col    幅 19mm    ¥250／m
SBB60MM/col    幅 60mm    ¥460／m

サテンバイヤスリボン - 19mm & 60mm

レッドブラック ホワイト

フィッシングワイヤー（小）
FISH.SML
直径：0.7mm　238m巻    
¥1,700／巻

STR.ORG.RIB01/col    幅 3.5cm    ¥750／m
ラッフル・ストレッチオーガンザリボンレース

ブラック ホワイト

6mm 8mm

PS/6MM/500/col
¥1,350（500個入り）

PS/8MM/500/col
¥1,500（500個入り）

24mm

PS/24MM/250/col
¥2,150（250個入り）

サイズ

ブラック

幅 5cm　¥1,900／m

オーガンザ・フリルトリミング

3Dフラワー 
ストレッチリボン

¥900／m　幅7cm

ローズピンク

フューシャ

サファイヤ

サンライズ ペパーミントシャンパン

ターコイズ ホワイト ブラックペールターコイズ
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アクセサリー

チェリーレッド 

レッド 

タンゴフレア

オレンジ

サングロー

サーモン

トゥッティ 
フルッティ

フューシャピンク

エレクトリック
ピンク

ピンクフィズ

シュガーピンクシャンパン

パープルレイン

ホット 
マゼンタ

ライラック 
ドリーム

ウルトラ 
バイオレット

モデナ

ミッドナイトス
カイ

ブルーベリー

エレクトリック
ブルー

ターコイズ

ブルー 
パラダイス

ブルージルコン

ジェイド

アクア

クールアクア

スペアミント

フローレセント 
グリーン

タン

カプチーノ

ゴールド

サフラン

マンゴー

サッシーイエロー

シルバー

ヘマタイト

ホワイト

レッド
（旧フラメンコ） 

オレンジ

セリース

ローズピンク

ライラックドリーム
（旧ライラック）

ブルーパラダイス 
（旧ハワイブルー） 

エメラルド

ジェイド

ペパーミント

フローレセント 
グリーン 

（旧フローグリーン）

トロピック 
ライム

ブラック

タン

フレッシュ

サフラン 
（旧サマーゴールド）

ゴールド

ミッドナイトスカイ
（旧ネイビー） 

ホワイト

シルバー

パープルレイン 
（旧パープル）

コンシールファスナー

45cm   ZIP.45CM/col　¥360／本
24cm   ZIP.24CM/col　¥150／本

65cm　ZIP.65CM/col　¥590／本   

ブラック

トゥッティ 
フルッティ

フューシャ 
ピンク

エレクトリック
ピンク

ピンクフィズ

シュガーピンク

シャンパン

パープルレイン

ウルトラ 
バイオレット

ブルーベリー

ターコイズ

ブルー 
パラダイス

ブルー 
ジルコン

ジェイド

ヘマタイトレッド 

フローレセント
レッド

モデナ

ローズピンク

ライラック 
ドリーム

ミッドナイト 
スカイ

チェリー 
レッド 

サングロー

コバルト

エレクトリック
ブルー

アクア

エメラルド

クールアクア

ペパーミント

スペアミント

ホット 
マゼンタ

ブラック

キャラメル

カプチーノ

ヌード

ゴールド

マンゴー

サフラン

サッシー 
イエロー

クリーム

シルバー

ホワイト

ギッターマン糸  
GUT.THREAD/col
¥960／ロール
1ロール＝1,094ヤード

＊お使い頂けないミシンもあります。 
手縫い糸としても活躍。

ホットマゼンタ トロピック 
ライム

エメラルドコバルト

クリーム

ヌード

＊「24cm・45cm」と、「65cm」は色が異なります。 
また、24cmは無くなり次第廃盤となります。
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ストーニング（ラインストーン貼り）おすすめ品　 ストーンと一緒にどうぞ！

ビーズワックス
WAX　¥670／個

クリスタルグルー
（石用ボンド）

ジュエルグルー

GLUE.CC.2/CRYSTAL
¥1,200／57ml
GLUE.CC.4/CRYSTAL
¥1,800／115ml

JEWEL.GLUE
¥3,300／250ml

ラインストーンピッカー
PICKER　¥1,450／本

イヤリングクリップ ピアス・フック ピアス台

コサージュピン＆クリップ

シルバー色　¥320／ペア
ゴールド色　¥360／ペア

シルバー, ゴールド
¥260／ペア

シルバー, ゴールド
¥360／ペア

シルバー　¥200／個

スワロフスキー／ラインストーン
コード	 サイズ		 クリスタル		 クリスタルAB	 カラー	 カラーAB	
SWASS12	 SS12	 4,910円／パック	 6,780円／パック	 	 	
SWASS16	 SS16	 6,630円／パック	 9,160円／パック	 7,900円／パック	 9,780円／パック	
SWASS20	 SS20	 9,040円／パック	 12,490円／パック	 10,770円／パック	 13,390円／パック	
SWASS30	 SS30	 3,830円／パック	 5,300円／パック
SWASS40	 SS40	 4,340円／パック	 6,000円／パック
*	ss12／ss16／ss20	-	1,440粒　		*	ss30	-	288粒　	*	SS40	-	144粒	

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3240／CRY.AB	 16mm	 (72個／箱)	
	 290円／個
	 22mm	 (24個／箱)		
				 470円／個

スワロフスキー/ジュエリーストーン	
（縫い付けタイプ）

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3210／CRY.AB	 10mm	 (72個／箱)	
	 155円／個
	 16mm	 (72個／箱)	
	 260円／個
	 24mm	 (24個／箱)	
	 385円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3270／CRY.AB	 16mm	 (72個／箱)	
	 290円／個
	 22mm	 (24個／箱)		
					 460円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3230／CRY.AB	 12mm	 (96個／箱)	
	 155円／個
	 18mm	 (72個／箱)	
	 290円／個
	 28mm	 (24個／箱)	
	 410円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3200／CRY.AB	 	12mm	 (48個／箱)	

145円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3265／CRY.AB	 	20mm	 (72個／箱)	

340円／個
	 26mm	 (20個／箱)		
	 560円／個

プレチオーサ／ラインストーン	
コード	 サイズ		 クリスタル		 クリスタルAB	 カラー	 カラーAB	
PRESS12	 SS12	 4,350円／パック		 5,040円／パック	 	 	
PRESS16	 SS16	 5,220円／パック	 6,500円／パック	 5,820円／パック	 6,860円／パック	
PRESS20	 SS20	 7,510円／パック	 9,690円／パック	 8,240円／パック	 10,690円／パック	
PRESS30	 SS30	 3,180円／パック	 4,000円／パック
*SS12／SS16／SS20	-	1,440粒						*	SS30	-	288粒	

ラインストーン
スワロフスキー＆プレチオーサ

（品番2088：ノン・ホットフィックス）   税別価格

税別価格

（VIVA12：ノン・ホットフィックス）   税別価格

＊ ストーンの価格は、著しく変動することがございます。  
最新の価格情報、その他のカラーストーンについては、

ウェブショップ または 東京店までお問い合わせ下さい。 ご注文について

ご注文方法
電話、FAX、Eメール、ウェブサイトにてご注文下さい。こちらより在庫状
況・請求金額をご連絡致します。請求金額には商品価格、消費税、送料、
代引便ご希望時には代引き手数料が含まれます。店頭にて実物をご覧頂
いた上でのご購入も可能です。
お急ぎの発送をご希望の際は営業日中の14：00（土・祝は12：30）まで
にお電話にてご注文下さい。

お支払い方法
ご注文時に以下お支払い方法よりお選び下さい。領収書をご希望の方
は別途ご連絡下さい。代金引換便をご利用の際は配送会社発行の領収
書となります。

銀行振込・郵便振替
・店頭販売ではご利用頂けません。
・ご入金確認後の発送となります。入金の確認にお時間がかかりますの
で、お急ぎの際はカード決済、もしくは代金引換便をご利用下さい。
口座名義（全口座共通）　クリスアンクローバー（カ	
（窓口お手続きの場合　クリスアンクローバー株式会社）
三井住友銀行　荻窪支店　普通預金口座　0662977	
郵便振替　口座番号	１０１３０−９３７７４８６１
※	銀行振込、郵便振替の手数料はお客様ご負担とさせていただきます。

代金引換便	
ご注文時に代引き手数料を含めた請求金額をご連絡致します。商品お
届けの際に宅配業者に請求金額を現金でお支払い下さい。	現金払いの
み、ご利用頂けます。
代引き手数料		 一発送につき、一律300円	
※	手数料に送料は含まれません。

カード決済
カード決済をご希望の方は、店頭もしくはWEBサイトにて、ご購入くださ
い。	※一括払いのみとなります。
ご利用可能なカード	
VISA、MASTER、JCB、AmericanExpress	

商品の返品・交換
お届けした商品の返品・交換については、商品到着後7日以内まで承り
ます。返品・交換に伴う返金についてはお客様のご指定の口座にお振り
込み致します。返金手続きが完了するまで多少お時間を頂く場合がござ
いますので予めご了承下さい。なお、お客様のご都合による返品・交換の
際、それに伴う各種料金（返送料、再発送料、返金手続きにかかる手数
料などは）はお客様のご負担となります。

以下の場合の返品・交換はお受け致しかねます
・	カット販売のレース・生地など
・	一度ご使用、ご着用された商品
・	お客様の責任によりキズや汚れが生じた商品
・	商品到着後8日以上経過した商品

商品の不備について
万一お届けした商品がご注文の商品と異なる（イメージ違いは除く）、ま
たは商品部材などが不足している、破損、汚損など、商品に不備がござい
ましたら、ただちに交換させていただきます。お手数ですが7日以内に弊
社までご連絡下さい。

商品の在庫のご連絡と発送時期

在庫がある商品の場合
特にご指定がない場合、通常3日〜6日でお手元にお届けします。注文日当日の発送
をご希望の際は営業日の14時までにお電話にてご注文下さい。

在庫がなく、一部商品が手配中の場合
在庫切れの商品は、次回入荷予定を電話・FAX・Eメールにてご案内致します。通常
全ての商品が揃い次第の発送となりますが、お急ぎの際は在庫のある商品から順
次発送することも可能です（送料はお客様のご負担となります）。ご希望の際はご連
絡下さい。

配達日のご指定
通常、営業日の翌々日以降（北海道・九州は明々後日以降、沖縄はご注文日（営業
日）から5日後以降）の配達日のご指定が可能です。ご希望がございましたらご連絡
下さい。特別に営業日の翌日の配達をご希望の際は、営業日14時までにお電話にて
ご注文の上、当日発送ご希望の旨をご連絡下さい。（北海道・九州はヤマト運輸超速
便にて翌日お届けの指定が可能。送料・手数料は別途お問い合わせ下さい。沖縄は
営業日14時までのご注文で最短配達日、明々後日指定となります。）	※一部地域（
離島含む）についてはご希望に添えない場合がございます。

配送時間のご指定
ヤマト運輸のみのサービスです。地域により指定可能時間が異なることがございま
すので、お問い合わせください。
配送時間指定一覧	
午前中、１２~１４時、１４~１６時、１６~１８時、１８~２０時、２０~２１時

送料一覧 （1梱包配送料金目安・税込）
ご希望の配送会社をご指定下さい。ご指定がない場合には、弊社にて使用可能な
最安値の配送会社を指定致します。下記送料は全て税込表示です。またご注文日が
営業日、かつ14時までの電話注文であった場合の最短配達可能日毎に記載してい
ます。一部地域（離島含む）については別途料金が加算される場合がございます。　

ヤマト運輸
最短翌日配達可能地域　青森・岩手・秋田	600円	／	宮城・山形・福島	530円	／	
東京	530円	／	神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨	530円	／	新潟・長野	
530円	／	富山・石川・福井	530円	／	静岡・愛知・三重・岐阜	530円	／	大阪・京
都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫	600円	／	岡山・広島・山口・鳥取・島根	770円	／	香
川・徳島・愛媛・高知	880円
最短翌々日配達可能地域　北海道	990円	／	福岡・佐賀・大分・長崎・熊
本・宮崎・鹿児島	990円	（超速便にて翌日指定可能。送料・手数料別途お
見積り）
最短明々後日配達可能地域	沖縄	1320円

佐川急便
最短翌々日配達可能地域　北海道	770円	／	岡山・広島・山口・鳥取・島根	690
円	／	香川・徳島・愛媛・高知	690円	／	福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児
島	770円

エコ配便　一律390円	（配達可能地域は下記のみです）
東京都全域（但し離島は除く）	／	神奈川県全域	／	埼玉県全域	／		
千葉県全域	／	愛知県（名古屋市）	／	京都府（京都市内・宇治市・京田辺市・	
乙訓郡大山崎町・久世郡九御山町・城陽市・長岡京市・向日市・八幡市）	／		
大阪府全域	／	兵庫県（神戸市・明石市・伊丹市・尼崎市）

その他
本カタログに掲載しております商品の色・形は実際の商品とは多少異なる場合がご
ざいます。	また、予告なく終了する場合もございます。	予めご了承下さいませ。	カタ
ログの一部または全部の無断転載は固くお断り致します。

商品のご注文・お問い合わせ先
クリスアンクローバー株式会社	
〒160-0011	東京都新宿区若葉1-1-1若葉大原ビル1F	
TEL	03-6273-0280　FAX	03-6273-0288	
Eメール		tokyo@chrisanne-clover.com	
ウェブサイト	www.chrisanne-clover.jp　　　責任者：	宮沢昌代
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Tel:	+44	(0)	20	8640	5921			sales@chrisanne-clover.com			www.chrisanne-clover.com				
Head	Office:	110-112	Morden	Road,	Mitcham,	Surrey	CR4	4XB,	United	Kingdom

Boutique:	20	Ewell	Road,	Cheam,	Surrey	SM3	8BU,	United	Kingdom

ネットショップ  www.chrisanne-clover.jp

〒160-0011	東京都新宿区若葉1-1-1	若葉大原ビル1F
TEL	03-6273-0280　FAX	03-6273-0288			Eメール		tokyo@chrisanne-clover.com
営業時間			月〜金	11:00AM〜7:00PM		土・祝	12：00PM〜5：00PM（臨時休業あり）　日曜定休

クリスアンクローバー・東京店

クリスアンクローバー・ロンドン本店
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