
2018−2019
クリスアンクローバー  生地・服飾材料カタログ



クリスアンクローバーの前身である『クリスタルクローバ
ー』は、2004年に、社交ダンス・競技ダンス向けのダンス
ドレス用生地専門店として、英国・ロンドン郊外に小さな
店を構えました。

今や社交・競技ダンス業界のみならず、フィギュアスケー
ト、フラメンコ、バレエ、新体操、TV・舞台衣装からウェディ
ング・カクテルドレスまで、生地・服飾素材の総合販売店と
して英国を超え世界各国の幅広いドレス・コスチュームメ
ーカーにご愛顧頂く会社へと成長しました。

現在では英国BBC放送の『カム・ダンシング』や、欧米で
大人気のTV番組『ダンス・ウィズ・ザ・スターズ』のパフォ
ーマンス衣裳に利用頂いているほか、競技ダンスやフィギ
ュアスケートのトップ選手の衣裳にも弊社の素材を多数
お使い頂いています。

2015年には同業界の老舗『英国クリスアン社』と合併し、
新生『クリスアンクローバー』としてますますエキサイティ
ングで多様な商品展開、サービスの向上を目指し新たな
一歩を進みだしました。 

ロンドン店の成功を受け、2009年、待望の初の海外店舗
を東京郊外にオープン。日本に居ながらにして、本場・英国
ロンドン直送の豊富な品揃えを実現し、大変ご好評頂い
て参りました。

2011年には東京・四ツ谷に移転。解放感溢れるショール
ーム、アクセスの良さに加え、ウェブショッピング、通信販
売など様々な形で日本全国よりお客様にご愛顧頂いてい
ます。

LONDON

TOKYO

全てオリジナルの色に染め上げられた
豊富なカラーバリエーション。激しい動
きにもフィットするストレッチ性や肌触りの
良さ。そしてダンスフロアやステージに映
える鮮やかな発色…。

クリスアンクローバー 
ロンドン本店

クリスアンクローバー 東京店
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今年の3つの新色、
         ワイン・ホットレッド・ブルーベルを、
 生地からトリミングまで幅広く発売。　　

ホッ
トレ
ッド

　エネルギーを発散させ、視線を奪う、

　　　　　　燃えるように鮮やかな赤。

ブル
ーベ
ル　落ち着いた自信を感じさせる、 

　　　　　  淡
いアジュールブルーの新色。

ワイ
ン　今シーズンのパーティードレスを、

     
     

一段と深い色合いに。 眼
をひくクラシックな

     
     

 赤ワイン色で、ラグジュアリーさを。

TABLE OF CONTENTS

★マークの商品は、在庫が無くなり次第終了となります。
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

キャラメル

マンゴー ★

ヘマタイト

オレンジ

カプチーノ
タン

フレッシュ
ヌード

ペパーミント ★

アクア

フローグリーン

サングロー

  ゴールド

クリーム ★
シャンパン

サーモン

ローズピンク ★
シュガーピンク

パープルレイン

ミッドナイトスカイ

スペアミント

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
ピンクトロピカーナ

トゥッティフルッティ ★

サッシーイエロー

ホットマゼンタ

ライラックドリーム
NEW  ブルーベル

コバルト
エレクトリックブルー

ブルーパラダイス

ブルージルコン
クールアクア

チェリーレッド         
NEW  ワイン

NEW  ホットレッド
フローレセントレッド

ターコイズ 

レッド    

タンゴフレア

サフラン

フューシャピンク
エレクトリックピンク

ベリーブリス

モデナ ★
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
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COLOUR GUIDE

色／ライラックドリーム

4



ストレッチ
ネット

ストレッチ 
ネット

¥2,900/m

ラグジュアリー 
クレープ

ラグジュアリー 
クレープ

¥3,500/m

マイクロドット
メタリック 
ライクラ

¥3,900/m

マイクロドット
メタリック 
ライクラ

ラスター 
ライクラ

ラスター 
ライクラ

¥2,250/m

CA
チュール
¥770/m

CAチュール

l ll

マット 
ライクラ

マット 
ライクラ

¥2,250/m

サテン 
シフォン

パール 
シフォン

サテン 
シフォン

¥2,100/m

パール 
シフォン

¥1,800/m

ジョーゼット

ジョー 
ゼット

¥800/m

ll l

CA
オーガンザ

CA 
オーガンザ
¥980/m

ll l l

l ll l ll l

l ll l

l

l

l

ll l

l l

l

クリスタル 
オーガンザ

クリスタル 
オーガンザ
¥930/m

ll l l

l

l ll l l

ストレッチ 
サテン

¥2,150/m

ニュークリス 
タルクレープ
¥2,800/m

スムース
ベルベット
¥4,900/m

ストレッチサ
テン

ニュー
クリスタル 
クレープ

l ll l ll l

l l l l

l

ll l l l

ll ll l

l ll l ll

l

l l

ll

ll l l

l

l l

l ll l ll l l

l

l

ll ll

l

l

l

l ll l

l

l

l

l l

l

lll l l

l l l l

l

l

l

l

ll l ll

l

l l l

l ll l l ll l l ll l

ll l ll

ll l l ll

ll l l ll

l ll l l

l

l

l ll l l ll

ll l ll

ll l ll

ll l l ll

ll l ll

ll l l ll

ll l l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ll

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ll l l

l

l ll

l l

l

l

l

l l l l l ll

l l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l l l ll

l ll l l l l

l

l

l

l

l

l

l

l ll l l ll

ll

l l ll l

l l

l

l

ll l l ll

ll l

l

l

l

ll

l ll l l l l

l

l

ll l l

l

l

l

ll

キャラメル

マンゴー ★

ヘマタイト

オレンジ

カプチーノ
タン

フレッシュ
ヌード

ペパーミント ★

アクア

フローグリーン

サングロー

  ゴールド

クリーム ★
シャンパン

サーモン

ローズピンク ★
シュガーピンク

パープルレイン

ミッドナイトスカイ

スペアミント

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
ピンクトロピカーナ

トゥッティフルッティ ★

サッシーイエロー

ホットマゼンタ

ライラックドリーム
NEW  ブルーベル

コバルト
エレクトリックブルー

ブルーパラダイス

ブルージルコン
クールアクア

チェリーレッド         
NEW  ワイン

NEW  ホットレッド
フローレセントレッド

ターコイズ 

レッド    

タンゴフレア

サフラン

フューシャピンク
エレクトリックピンク

ベリーブリス

モデナ ★
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 ll ll

ラグジュアリー 
ジョーゼット
¥1,100/m

ラグジュアリー 
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ジェイド ダークジェイド

ダークブルーダークブルー

スムース
ベルベット

カラーチャートCOLOUR CHART

★マークは廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

チェリーレッド 

ワイン NEW

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

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

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

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

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

サテンシフォン
SAT.CHIF/WINE
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

CA オーガンザ
ORGANZA/WINE
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/CHR.RED
幅 145cm    ¥4,900／m

ジョーゼット
GEO/WINE
幅 112cm   ¥800／m

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

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

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

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

左・右タイプ別売

タマラ・リボンレース
LR05082LH/WINE
LR05082RH/WINE
幅 約14cm    ¥6,520／m

NEW
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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。

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

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

NEW

ベルベットグロス
VEL.GLS/RED
幅 145cm    ¥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

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

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

CA チュール
SNET150/RED
幅 150cm    ¥770／m

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

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

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

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

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

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
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

レッド

アナベル・エンブロイダリー
フラワーモチーフ
EM06038/SUN.RED
幅 15cm    ¥1,680／個

イズラ・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM06037/RED.LIL.DRM
幅最長部 30cm     ¥1,680／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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

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

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

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

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

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

ジョーゼット
GEO/HOT.RED
幅 112cm   ¥800／m

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

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

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

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

ビクトリア・リボンレース
SLF2018/HOT.RED
幅 140cm    ¥6,650／m

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

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

ホットレッド NEW

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

続き

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

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/RED
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

マドンナ・モチーフレース
LM06031/RED
サイズ 27x10cm   ¥2,480／ペア

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

色／フローレセントレッド
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

CA チュール
SNET150/FL.RED
幅 150cm    ¥770／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
89ページをご覧下さい。

フローレセントレッド 

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/FL.RED
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

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

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

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

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

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

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

タマラ・リボンレース
LR05082LH/FL.RED  
LR05082RH/FL.RED
幅 約14cm    ¥6,520／m

ベルベットグロス
VEL.GLS/FL.RED
幅 145cm    ¥4,900／m

NEW

左・右タイプ別売 NEW

※こちらのお色は印刷の特性上、特に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）
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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。

タンゴフレア 

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

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
89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

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89ページをご覧下さい。

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

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

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

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

続き

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

NEW

※こちらのお色は印刷の特性上、特に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）
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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
89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

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

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

12



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。

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

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

マンゴー

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

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

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
89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

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

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

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

ビンテージ・シートレース
LA-VINTA-SAF
幅 約50cm    ¥18,200／m
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

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

オーストリッチフリンジ
OFRI/CHA   
幅 約12cm    ¥5,100／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/CHA
幅 112cm   ¥1,800／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

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

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

NEW
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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。

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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 

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

タマラ・リボンレース
LR05082LH/F.PINK
LR05082RH/F.PINK
幅 約14cm    ¥6,520／m

アナベル・エンブロイダリー
フラワーモチーフ
EM06038/MUL.F.PINK
幅 約15cm    ¥1,680／個

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

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

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

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/EP
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

左・右タイプ別売

ベルベットグロス
VEL.GLS/F.PINK
幅 145cm    ¥4,900／m

NEW

15

カ
ラ
ー
別
ガ
イ
ド



ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

エマ・モチーフレース
LM06030/EP
長さ 17cm   ¥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/MULTI.PINK    
サイズ 14 x 17cm    ¥1,200／個

エレクトリックピンク

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

タマラ・リボンレース
LR05082LH/BERRY.BLISS
LR05082RH/BERRY.BLISS
幅 約14cm    ¥6,520／m

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

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

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

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

ベリーブリス

左・右タイプ別売

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/BERRY.BLISS
幅 145cm    ¥4,900／m

NEW

NEW

タマラ・リボンレース
LR05082LH/PINK.TROP
LR05082RH/PINK.TROP
幅 約14cm    ¥6,520／m

左・右タイプ別売

続き
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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。

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

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

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

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

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

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
89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

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

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

タマラ・シートレース
ZA-LF05082/PINK.FIZZ
幅 約60cm    ¥21,800／m
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

ローズピンク

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

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

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

サテンシフォン
SAT.CHIF/R.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

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/S.PINK
幅 140cm   ¥930／m

クラッシー・エンブロイダリー
フラワーモチーフ
EM06035/MUL.S.PINK
長さ 27cm    ¥2,300／個

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

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

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

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

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89ページをご覧下さい。

メタリックベルベットシマー
VEL.SHIM/S.PINK
幅 150cm    ¥5,800／m

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

NEW

NEW

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

色／シュガーピンク
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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

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/PURPLE
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

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/PURPLE
幅 145cm    ¥4,900／m

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

20



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。

ホットマゼンタ

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

モデナ

ラスターライクラ
LU.LYC/MOD
幅 140cm  ¥2,250／m

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

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

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

イズラ・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM06037/MUL.H.MAG
幅最長部 30cm　¥1,680／個

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

続き

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

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/ULT.VIO
幅 145cm    ¥4,900／m

NEW
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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

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

ジョーゼット
GEO/BLUEBELL
幅 112cm   ¥800／m

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ブルーベル NEW

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

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

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

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

NEW

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

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

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

ミッドナイトスカイ

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/MID.SKY
幅 145cm    ¥4,900／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

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

タマラ・リボンレース
LR05082LH/MID.SKY
LR05082RH/MID.SKY
幅 約14cm    ¥6,520／m

左・右タイプ別売

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

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

NEW NEW

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

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

カラ・エンブロイダリーフラ
ワーモチーフ
EM06036/MUL.MID.SKY
長さ 27cm    ¥2,300／個

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/B.BERRY
幅 145cm    ¥4,900／m

メタリックベルベットシマー
／ダークブルー
VEL.SHIM/D.BLUE
幅 150cm    ¥5,800／m

NEW

※こちらのお色は印刷の特性上、特に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）
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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

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

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

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

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/COBALT
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

ベルベットグロス
VEL.GLS/COBALT
幅 145cm    ¥4,900／m

スリーク 1WAY ベルベット
CC-DAN192-CB
幅 150cm    ¥4,900／m

NEW

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
89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

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

タマラ・リボンレース
LR05082LH/B.BERRY
LR05082RH/B.BERRY
幅 約14cm    ¥6,520／m

左・右タイプ別売廃盤予定

ブルーベリー 続き

※こちらのお色は印刷の特性上、特に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）

24



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。 25

色／ブルーベリー



ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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

エレクトリックブルー 

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

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89ページをご覧下さい。

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

イズラ・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ
EM06037/MUL.EL.BLU
幅最長部 30cm     ¥1,680／個

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

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

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

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
ZA-LF05082/TUQ
幅 約60cm    ¥21,800／m

ターコイズ
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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。 27

色／ターコイズ



ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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
89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

ビンテージ・リボンレース
LR06001LH/TUQ
LR06001RH/TUQ
幅 約14cm    ¥5,200／m

ターコイズ 続き

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/BLU.PAR
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

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

ブルーパラダイス

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
89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

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/BLU.PAR
幅 145cm    ¥4,900／m

NEW

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

NEW
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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。

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

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

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
89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

ジェイド

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

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/JADE
幅 145cm    ¥4,900／m

メタリックベルベットシマー
VEL.SHIM/JADE
幅 150cm    ¥5,800／m

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

NEW NEW
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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
LUX.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

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

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

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

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
89ページをご覧下さい。

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

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

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

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

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

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
89ページをご覧下さい。

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

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

エメラルド

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
89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

クールアクア

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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 

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

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

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

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

NEW

NEW
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

ペパーミント

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

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

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

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

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

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

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

ビンテージ・リボンレース
LR06001LH/P.MINT
LR06001RH/P.MINT
幅 約14cm    ¥5,200／m

左・右タイプ別売

廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了

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

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
89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
89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

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

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

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

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

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

NEW NEW
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NEW

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

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

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

リンクル・モチーフレース
CC-CAP177-GOL
約23x9cm   ¥2,400／ペア

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

ラップフラワー 
モチーフレース
CC-CAP176-GOL
約42x13cm   ¥2,400／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

シルビー・リボンレース
CR.RIB41/GOL
縦幅（最長部）約5cm     
¥2,600／m

ソフィー・リボンレース
CR.RIB40/GOL
縦幅（最長部）約6.5cm   
 ¥2,150／ｍ

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89ページをご覧下さい。

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

ビンテージ・リボンレース
LR06001LH/GOLD
LR06001RH/GOLD
幅 約14cm    ¥5,200／m

左・右タイプ別売

タマラ・リボンレース
LR05082LH/GOL
LR05082RH/GOL
幅 約14cm    ¥6,520／m

左・右タイプ別売 NEW NEW

ティファニー・リボンレース
CR.RIB39/GOL
縦幅（最長部）約20.5cm 
¥2,600／ｍ ※20cmから販売

NEW

ルシル・ペアレース
EM06049/GOL
サイズ 約29x9cm  ¥2,150／ペア

NEW NEW

NEW
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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

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
89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

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

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

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

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

NEW

NEW

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

NEWNEW
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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

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

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

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

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

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

ベルベットグロス
VEL.GLS/WH
幅 145cm    ¥4,900／m

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

NEW

NEW

メタリックベルベットシマー
VEL.SHIM/WH
幅 150cm    ¥5,800／m

シルキーシフォン
SAT.GEO/WH
幅 145cm    ¥2,100／m

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

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
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ホワイト

スワール・リボンレース
LR05100/WH
幅 約9cm    ¥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

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

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

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

ビンテージ・リボンレース
LR06001LH/WH
LR06001RH/WH
幅 約14cm    ¥5,200／m

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/WH
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

タマラ・リボンレース
LR05082LH/WH
LR05082RH/WH
幅 約14cm    ¥6,520／m

ニーナ・モチーフレース
LM06042/ANT.WH
長さ 25cm    ¥2,740／ペア

ポジー・モチーフレース
EM06040/ANT.WH
長さ 22cm    ¥2,740／ペア

セリーヌ・モチーフレース
EM06041/ANT.WH
長さ 22cm    ¥2,740／ペア

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

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

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

左・右タイプ別売 左・右タイプ別売

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

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

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

ドール・リボンレース
RL-DAN177-WH　 
幅 約11cm　¥2,400／ｍ

マチルダフラワー 
リボンレース
RL-DAN178-WH　 
幅 約15cm　¥2,870／ｍ

ラリアフラワー 
リボンレース
RL-DAN179-WH　 
幅 10cm　¥2,400／ｍ

ディーナフラワー 
リボンレース
CR.RIB32/WH　 
幅 約10cm　¥2.400／ｍ

カルーナ・リボンレース
CR.RIB36/WH　 
幅 約5〜6cm　¥2,000／ｍ

ジェミニフラワー 
リボンレース
RL-DAN171-WH　 
幅 約10.5cm　¥2,400／ｍ

ソニア・リボンレース
CR.RIB33/WH　 
幅 約10.5cm　¥2,000／ｍ

ジュリアフラワー 
リボンレース
CR.RIB34/WH　 
幅 約25cm　¥2,870／ｍ

続き
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ホワイト

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

クイン・モチーフレース
LM06018/WH
長さ 16.5cm    ¥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

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
89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

続き

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

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

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

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

ビンテージ・リボンレース
LF06001LH/ SIL
LF06001RH/SIL
幅 約14cm    ¥5,200／m

左・右タイプ別売

マイクロドットメタリックライ
クラ／グレー×シルバー
LYC.MET/GR.SIL
幅 140cm    ¥3,900／m

マイクロドットメタリックライ
クラ／ブラック×シルバー
LYC.MET/BK.SIL
幅 140cm    ¥3,900／m

NEWNEW

ティファニー・リボンレース
CR.RIB39/SIL
縦幅（最長部）約20.5cm 
¥2,600／ｍ ※20cmから販売

シルビー・リボンレース
CR.RIB41/SIL
縦幅（最長部）約5cm     
¥2,600／m

ルシル・ペアレース
EM06049/SIL
サイズ 約29x9cm  ¥2,150／ペア

ソフィー・リボンレース
CR.RIB40/SIL
縦幅（最長部）約6.5cm   
 ¥2,150／ｍ

NEWNEW NEW

NEW

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

NEW
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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

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

パールシフォン
PRL.CHIF/HEM
幅112cm  ¥1,800／m

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

ヒーロー・リボンレース
LM06015/HEM
長さ 21.5cm     ¥2,700／ペア

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

ジョーゼット
GEO/HEM
幅 112cm   ¥800／m

NEW

シルバー

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

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

続き
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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

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

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

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

マイクロ・フィッシュネット
FSH.NET03/BLK
幅 165cm    ¥4,500／m

ベルベットグロス
VEL.GLS/BLK
幅 145cm    ¥4,900／m

ストレッチエナメルジャージ
CC-DAN183-BK
幅 145cm　　¥3,200／m

シルキーシフォン
SAT.GEO/BLK
幅 145cm    ¥2,100／m

メタリックベルベットシマー
VEL.SHIM/BLK
幅 150cm    ¥5,800／m

ニューラグジュアリー
ストレッチギャバジン
LUX.STR.GAB01/BLK
幅 140cm    ¥5,800／m

プレミアム 
ストレッチギャバジン
MF-CAPPRE-BLK
幅 140cm　¥4,200／m　

NEW

NEW

チェッカーストライプ
ストレッチクレープ
CC-CHST-BLK
幅 150cm    ¥4,500／m

NEW

スエード風 
ストレッチギャバジン
MF-STGSW/BLK
幅 110cm　¥3,500／m

プレーン 
ストレッチギャバジン
MF-CAP124-BLK
幅 140cm　¥3,800／m
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ジオメトリック 
ストレッチレース
SLF3004/BLK
幅 150cm    ¥5,900／m

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

ブラック

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

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

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

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

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

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

ミア・リボンレース
CR.RIB27/BLK
幅 約6.5cm    ¥1,980／m

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

ドール・リボンレース
RL-DAN177-BLK　 
幅 約11cm　¥2,400／ｍ

マチルダフラワー 
リボンレース
RL-DAN178-BLK　 
幅 約15cm　¥2,870／ｍ

ラリアフラワー 
リボンレース
RL-DAN179-BLK　 
幅 10cm　¥2,400／ｍ

ディーナフラワー 
リボンレース
CR.RIB32/BLK　 
幅 約10cm　¥2.400／ｍ

カルーナ・リボンレース
CR.RIB36/BLK　 
幅 約5〜6cm　¥2,000／ｍ

ジェミニフラワー 
リボンレース
RL-DAN171-BLK　 
幅 約10.5cm　¥2,400／ｍ

ソニア・リボンレース
CR.RIB33/BLK　 
幅 約10.5cm　¥2,000／ｍ

ジュリアフラワー 
リボンレース
CR.RIB34/BLK　 
幅 約25cm　¥2,870／ｍ

ティファニー・リボンレース
CR.RIB39/BLK
縦幅（最長部）約20.5cm 
¥2,600／ｍ ※20cmから販売

シルビー・リボンレース
CR.RIB41/BLK
縦幅（最長部）約5cm     
¥2,600／m

ソフィー・リボンレース
CR.RIB40/BLK
縦幅（最長部）約6.5cm   
 ¥2,150／ｍ

NEW

NEW

NEW

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

バターカップ 
ストレッチレース
SLF4003/BLK　 
幅 145cm　¥6,200／m

プライムローズ
ストレッチレース
SLF4007/BLK　 
幅 145cm　¥4,880／m

NEW

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

続き

ニューファイン 
フィッシュネット
SML.FSH.NET/BLK
幅 110cm    ¥2,750／m

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

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
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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。

ブラック

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

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

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

アナスタシア・リボンレース
LR05099LH/BLK
幅 約8.5cm    ¥5,200／m

タマラ・リボンレース
LR05082LH/BLK
LR05082RH/BLK
幅 約14cm    ¥6,520／m

セリーヌ・モチーフレース
EM06041/BLK
長さ 22cm    ¥2,740／ペア

ニーナ・モチーフレース
LM06042/BLK
長さ 25cm    ¥2,740／ペア

ポジー・モチーフレース
LM06040/BLK
長さ 22cm    ¥2,740／ペア

左・右タイプ別売

フリンジ
サイズと価格の詳細は
89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

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

ルシル・ペアレース
EM06049/BLK
サイズ 約29x9cm  ¥2,150／ペア

NEW

続き
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

レース素材

ストレッチレース
シートレース
リボンレース
モチーフレース

LACE

使用生地
　スムースベルベット/フューシャピンク

　　ジオメトリックストレッチレース/フューシャピンク
　　ラグジュアリージョーゼット/フューシャピンク

　　マットライクラ/ホワイト
　　ボディネット/フレッシュ

　　クリスタル/Swarovski
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SLF2004/col    幅 165cm     ¥6,480／m

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

ホットレッド

スペアミントコバルト

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

トゥッティフルッティ

7cm

クリーム

マンゴー

ウルトラバイオレット

ウルトラバイオレット

ベリーブリス

ストレッチレース

SLF3004/col    幅 150cm     ¥5,900／m

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

ホワイト

ターコイズ

トロピックライム

フローレセントレッド

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

サフラン

トゥッティ 
フルッティ

NEW

ジオメトリック・ストレッチレース

フラワー・ストレッチレース
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ストレッチレース
SLF2018/col    幅 140cm     ¥6,650／m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

ワイン

ブルーベル

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

フローレセントレッド

フローグリーン

パリスグリーン

バレンティナ・ストレッチレース  ★ CRYCLO/STR-LACE/col     幅 150cm　¥5,200／m  

セリースサーモン

マゼンタフレームレッド オレンジ

6cm 

6cm 

フローグリーン

ネオンレッド

ライラックドリーム

NEW

NEW
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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  ★

タンゴフレア ジェイド ライムシャーベット

エレクトリックピンク

エレクトリックブルー

ブルージルコン ブラック

スペアミント

サフラン

8cm

9cm

スペアミント

フローレセントレッド

エレクトリックピンク

ブラック

ホワイト

ブラック

リーフ・ストレッチ レース  ★
CRYCLO/STR-LACE/LEAF/col　幅 140cm　¥5,200／m

フラメンコ

スイッシュ・ストレッチ レース  ★
CRYCLO/STR-LACE/SWISH/col　幅 140cm　¥5,200／m

ホワイト

ブラック

フラメンコ ブラック
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ダークミッドナイトスカイ

ホワイト

ホワイト

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック ブラック

SLF4002/col    幅 135cm     ¥4,900／m
ジャングル・ストレッチレース

イングリッシュローズ・ストレッチレース  ★

レオパード・ストレッチ レース  ★
CRYCLO/STR-LACE/LEOPARD/col　幅 160cm　¥5,200／m

ホワイト

フラメンコ

パープル

CRYCLO/STR-LACE/ENGLISH-ROSE/col　幅 150cm　¥4,750／m

マンゴー

イリュージョン・ストレッチレース  ★

NEW バターカップ 
ストレッチレース

NEW プライムローズ
ストレッチレース

CRYCLO/STR-LACE/ILLUSION/col　幅 150cm　¥4,750／m

SLF4003/BLK　
幅 145cm    ¥6,200／m

SLF4007/BLK　 
幅 145cm    ¥4,880／m

ジェイド

サマーゴールド

フレームレッド

ブライヤ・ストレッチレース  ★
CRYCLO/ST-LACE/BRIRE/col　幅 150cm　¥5,200／m

アイビー・ストレッチネット
CRYCLO/STR-NET/col　幅 150cm　¥4,500／m

ケニー・ストレッチレース  ★
CRYCLO/STR-LACE/KENNY/BLK　 
 幅 160cm　¥5,160 ／m

ライラック

ストレッチレース

パープル

ダーク
ミッド
ナイト
スカイ

ジェイド
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シートレース
ZA-LF05082/col    幅 約60cm     1列のパターン数：5個（約10cm）    ¥21,800／m
タマラ・シートレース  ★

ウルトラバイオレット　 サングロー　 ホットマゼンタ　

エレクトリックブルー

フローレセントレッド　

ZA-LF05098/col    幅 60cm   ¥29,800／m
サミラ・シートレース  ★　

チェリーレッド

ピンクフィズ

カプチーノ ホットレッド

ライラックドリーム

エレクトリックブルー

サフラン

コーラルツイスト

タンゴフレア トゥッティフルッティ ジェイド

サーモン シュガーピンク ターコイズ

クールアクア

スペアミント

ブルーパラダイス

ヘマタイト

ブルージルコン

パープルレイン

モデナ

フローグリーン
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シートレース

ウルトラバイオレットトゥッティフルッティ 
（旧キャンディ）

マンゴー　

セリース　

タンゴフレア 
（旧フレームレッド）

マゼンタ

ローズピンク　

サフラン（旧サンライズ）

ブラック　

ライラック ジェイド　

ホットレッド 
（旧フラメンコ）

オレンジ　

トロピックライム　モデナ　

アクア

ホワイト

ブラック

LA-VINTA-col    幅 約50cm    1列のパターン数：4個（約10cm）   ¥18,200／mビンテージ・シートレース  ★

EMILY-col    幅 60cm   ¥21,800／m

LF05179/WH    幅 60cm   ¥21,800／m
※1列のパターン数：6個

エミリー・シートレース

モーニングフラワー
シートレース ★ 

ミッドナイトスカイ ホワイト ブラック

サンライズ　 マンゴー　 ローズピンク　

CR.LACE13/MS   幅 115cm   ¥14,500／ｍ
1パターン単位（約20cm）

FROST-WHITE     
幅 約55cm   ¥9,953／ｍ

AL-ABEY-BLK     
幅 120cm   ¥1,1800／m

CRYCLO/LACE-A/LAURA/col    幅 約55cm   ¥17,000／ｍ

フェイス・クロッシェレース ★ フロスト・レース アビー・シートレース

ローラ・シートレース  ★　

ブルーパラダイス
（旧ハワイブルー） 1パターン例
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アビー・シートレース

リボンレース

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

ホットレッド

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 シルバー

エメラルド

ミッドナイトスカイ 

サフラン

シュガーピンク

フローグリーン

クールアクア

オレンジ

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

ターコイズ ブラック

タンゴフレア

モデナ

ブルーベル

ホットレッド

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

ウルトラバイオレット

シュガーピンク

ホワイト

トロピックライム 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

ベリーブリス

NEW

NEW

NEW
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リボンレース

クールアクア サフラン

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

ピンクフィズ

ホワイト ブラックライラックドリームマンゴー

LR06081/col    幅 約5cm   ¥4,200／m　花2個（約10cm） 
バレンシア・リボンレース  ★

ダークトゥッティフルッティ

左  LR05082LH/col    右  LR05082RH/col　　幅 約14cm      ¥6,520／m　＊左・右タイプは別売

タマラ・リボンレース

ミッドナイトスカイ ブルーベリーブラック フューシャピンク ベリーブリス ホワイト

パープルレイン ターコイズ ゴールド シルバー ホワイト

左  LR06001LH/col      右   LR06001RH/col　　幅 約14cm      ¥5,200／m　＊左・右タイプは別売

ビンテージ・リボンレース

レッド

CR.RIB24/col    幅 約6cm     ¥2,650／mダイヤモンド・リボンレース  ★

ペパーミント

ペールターコイズ

サーモン

サフラン

ハワイブルー ホワイトマゼンタ

ジェイド オーシャンブルー

シャンパン フローグリーン

ターコイズ

トロピックライム

パリスグリーン

ローズピンク

サファイヤ

ブルーベリー クールアクア スペアミント

LR05097/col    幅 約8cm    ¥5,100／m
シモーナ・リボンレース  ★
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使用生地
ストレッチネット/ヌード
サテンシフォン/ホワイト
ジョーゼット/ホワイト
タマラリボンレース/ホワイト
クリスタル/Swarovski
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リボンレース

CR.RIB23/col    幅 約13cm     ¥3,000／mブランブル・リボンレース  ★

サフランローズピンク ペールターコイズ ジェイド マゼンタフローグリーン

LR05099LH/col 
アナスタシア・リボンレース

幅 約8.5cm        ¥5,200／m

ブラックホワイト

コバルト エレクトリックピンク

ホットレッド ブルーパラダイス 

フローレセントレッド

ゴールド ゴールド

ゴールド ホワイトブラック

CR.RIB29/col    幅 6cm    ¥2,870／m    花2個（約11cm）
ハーパー・リボンレース ★

ブラック ブラック

ブラック

シルバー シルバー

シルバー

CR.RIB41/col    縦幅（最長部）約5cm    ¥2,600／m CR.RIB40/col    縦幅（最長部）約6.5cm    ¥2,150／ｍ

CR.RIB39/col    縦幅（最長部）約20.5cm   ¥2,600／ｍ  ※20cmからの販売となります。

NEW シルビー・リボンレース NEW ソフィー・リボンレース

NEW ティファニー・リボンレース

シルバーブラック ガンメタル

CR.RIB14/col    幅 10.5cm    ¥4,900／m　花1個（約11cm）
シエンナ・リボンレース ★

ホワイトブラック

CR.RIB27/col    幅 約6.5cm     ¥1,980／m
ミア・リボンレース
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リボンレース

シルバー ホワイト

CR.RIB02/col    幅 10cm    ¥5,100／m　1パターン単位（約40cm）
トロピカルフラワー・リボンレース ★

ブラック

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

アンティーク・ゴールド

CR.RIB09/col    幅 約10.5cm    
¥4,000／m   1モチーフ単位（約11cm）

バロック・リボンレース★

ホワイトブラック

CR.RIB15/col    幅 約10cm    
¥2,870／m   1モチーフ単位（約15cm）

ロザンヌ・リボンレース

ホワイトブラック

CR.RIB18/col    幅 約16cm    
¥3,500／m   1モチーフ単位（約15cm）

オリビア・リボンレース

ホワイト

レインドロップ・リボンレース

ブラックゴールド

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
CR.RIBJT01/col   幅 最長部 約5cm　¥3,500／m

ジェミニフラワー・リボンレース
RL-DAN171-col　幅 約10.5cm　
¥2,400／ｍ   1モチーフ単位（約10.5cm）

ソニア・リボンレース
CR.RIB33/col　幅 約10.5cm　¥2,000／ｍ

ジュリアフラワー・リボンレース
CR.RIB34/col　幅 約25cm　
¥2,870／ｍ   1モチーフ単位（約25cm）

ホワイト ホワイト ホワイトブラック ブラック ブラック

CR.RIB04/col    幅 11cm    ¥5,100／m　1パターン単位（約15cm）
ブロッサム・リボンレース ★

シルバーブラック ホワイト

マチルダフラワー・リボンレース
RL-DAN178-col　幅 約15cm　
¥2,870／ｍ   1モチーフ単位（約18cm）

ホワイトブラック

ディーナフラワー・リボンレース
CR.RIB32/col　幅 約10cm　
¥2.400／ｍ   1モチーフ単位（約14cm）

ホワイトブラック

カルーナ・リボンレース
CR.RIB36/col　幅 約5〜6cm　¥2,000／ｍ

ホワイトブラック
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リボンレース

ブラック

CR.RIB21/col    幅 約37cm     
¥3,900／m   1パターン単位（約15cm）

イザベラ・リボンレース

CR.RIB22/col    幅 約37cm     
¥3,900／m    1パターン単位（約15cm）

レベッカ・リボンレース

ブラック ホワイト

ホワイト

ドール・リボンレース
RL-DAN177-col　幅 約11cm　
¥2,400／ｍ   1モチーフ単位（約12cm）

ラリアフラワー・リボンレース
RL-DAN179-col　幅 10cm　
¥2,400／ｍ   1モチーフ単位（約10cm）

ホワイトホワイト ブラックブラック

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

フリンジ風・リボンレース
RIBBON.FRINGE/BLK　 
長さ 約16cm　¥2,300／m

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

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

ブラック

CR.RIB16/BLK    幅 約20cm     
¥4,900／m

VEL.RIB02/BLK   幅 約6cm 
1,600／m  ※アイロン接着

ハロ・リボンレース

ローヤルガーランド 
ベルベットリボンレース★

ブラック ホワイト

CR.RIB17/col    幅 約16cm      
¥2,870／m　1パターン単位（約20cm）

ガーランドローズ・リボンレース

ブラック

CR.RIB10/BLK   幅 約20cm   
¥5,100／m  1モチーフ単位（約20cm）

サフォラ・リボンレース

EMB.RIB06/col   幅 約12cm    ¥3,400／m

エミリアフラワー 
エンブロイダリーリボンレース ★

パープル／グリーン レッド／グリーン

EMB.RIB07/col   幅 約12cm    ¥3,400／m

グレッタフラワー 
エンブロイダリーリボンレース ★

ブルー／ゴールド

CR.RIB08/BLK
幅 約5cm　¥3,700／ｍ

ゴディバ・リボンレース
CRYCLO/LACE/GODIVA　
幅 20cm　¥3,258／ｍ

ブラック ブラック

パルス・リボンレース
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モチーフレース

カプチーノ

ミッドナイトスカイホットレッド

チェリーレッド

ワイン

ワイン

ブルーベル シルバー

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

ヒーロー・モチーフレース

エレクトリックピンク

LM06015/BLK　長さ 21.5cm　¥ 2,700／ペア

マンゴー

ライラックドリームベリーブリス

ヘマタイトピンクトロピカーナ

シュガーピンク

ホットレッド

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

ブラック

シルバー

ホワイト

オレンジ サフラン

シュガーピンク アクア

トロピックライム

ミッドナイトスカイ スペアミント

ベリーブリス

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

フリンジ風・リボンレース
RIBBON.FRINGE/BLK　 
長さ 約16cm　¥2,300／m

EMB.RIB07/col   幅 約12cm    ¥3,400／m
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ブラック

ホットレッド ブルーパラダイス

マンゴーフローレセントレッド

ウルトラバイオレット

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

タンゴフレア フローグリーン

ホワイト

モチーフレース

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

フューシャピンクサーモン

ピンクフィズ

クールアクア

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

ヘマタイト

NEW

NEW

ホットレッド

ブルーベル

NEW

カプチーノ
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モチーフレース

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

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★

アンティークホワイトブラック

EM06041/col　長さ 22cm　¥2,740／ペア
セリーヌ・モチーフレース

アンティークホワイトブラック

LM06042/col    長さ 25cm　¥2,740／ペア
ニーナ・モチーフレース

アンティークホワイトブラック

EM06040/col　長さ 22cm　¥2,740／ペア
ポジー・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
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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

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

ゴールド シルバー

LM06038/col    長さ 13cm    ¥1,600／ペア　＊アイロン接着
アリアナ・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
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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

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

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

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  ★

EM06038/col    長さ 15cm   ¥1,680／個

アナベル ・エンブロイダリーフラワーモチーフ

マルチフューシャピンク サングロー／レッド

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

LM06038/col    長さ 13cm    ¥1,600／ペア　＊アイロン接着
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モチーフレース

ML-DAN181-col　長さ 37cm    ¥1,600／個　＊アイロン接着

ML-DAN180-col    幅 7cm    ¥460／個

プラム・フラワーモチーフ

3Dローズ・フラワーモチーフ

EM06049/col    約29x9cm     ¥2,150／ペア

CC-CAP177-col    約23x9cm  ¥2,400／ペアCC-CAP176-col   約42x13cm    ¥2,400／ペア

ML-SAMAN-col    16x9cm   ¥2,100／ペア

ML-YOLAN-CAN    27x8.5cm   ¥1,800／ペア

NEW ルシル・ペアレース

NEW リンクル・モチーフレースNEW ラップフラワー・モチーフレース

サマンサ・ペアレース  ★

ヨランダ・ペアレース  ★

ゴールド

ゴールドゴールド

キャンディー

キャンディー

シルバー ブラック

シルバーシルバー

フラメンコ

EM06037/col    幅最長部 30cm   ¥1,680／個
イズラ・エンブロイダリーフラワーモチーフ

マルチホットマゼンタ レッド／ライラックドリーム マルチエレクトリックブルーシュガーピンク

EM06035/MUL.S.PINK    
長さ 27cm     ¥2,300／個

クラッシー・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ

マルチミッドナイトスカイ

EM06036/MUL.MID.SKY   
長さ 27.5cm  ¥2,300／個

カラ・エンブロイダリー 
フラワーモチーフ

EM06047/col   長さ 27.5cm   ¥3,200／ペア
グレース・エンブロイダリーフラワーモチーフ  ★

レッド

ブラック

レッド

オレンジ

ホワイト

ホワイト

ピンク

レッド

ピンク

ブルーグリーン

＊それぞれ少し形の違いがございます。お選び頂けませんのでご了承下さい。
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特別素材

ベルベット
メタリック

シェーディング
フィッシュネット

メンズテーラー＆ズボン用素材
織り柄＆3Dストレッチ生地

SPECIAL  
MATERIALS

ヨランダ・ペアレース  ★

使用生地
ラグジュアリークレープ/ブラック
ベルベットグロス/パープルレイン
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ベルベット
スムースベルベット

チェリーレッド

トロピックライム ブラックミッドナイトスカイ

レッド

レッド ベリーブリス コバルト

フューシャピンク ブルーベリー ブルーパラダイス

ライトゴールド

フューシャピンク

ピンクフィズ

ローズピンク

ダークブルー

フローレッド

サフラン

エレクトリックピンク

ライトターコイズ

ホワイトフローグリーン

オレンジ ダークパープルレイン

VEL01042/col    幅 140cm    ¥4,900／m

ベルベットグロス

フローレセントレッド

ジェイド

ウルトラバイオレットチェリーレッド

VEL.GLS/col    幅 145cm    ¥4,900／m

NEW NEW

NEW

NEW

ミッドナイトスカイ ブラック

パープル

ホワイト

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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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。

ムーンライト・シマーメッシュ ★  PM9405-01/col   幅 150cm　¥2,800／ｍ

ベージュ×ゴールド ブラック×ゴールド ブラック×シルバー シルバー

メタリックメッシュ

パープル ブラック×シルバーゴールド

メタリック

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

アンティークゴールド アンティークシルバー ゴールド／ブラック シルバー／ブラック シルバー／ホワイト

NEW メタリックベルベットシマー

ブラック×シルバー ダークグリーン ピンク×シルバー

ブラック コバルトダークミッドナイトスカイ

ダークブルー

VEL.SHIM/col    幅 150ｃｍ   ¥5,800／ｍ

ホワイト×シルバー

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

スリーク1WAY
ベルベット
CC-DAN192-CB　幅 150cm    ¥4,900／ｍ

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

ベルベット

PM9380-03/col   幅 150cm    ¥2,180／m
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

ストレッチメタリックライクラ
STR02578/col    幅 140cm    ¥4,980／m

ゴールド シルバー

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

ストレッチエナメル 
ジャージ／ブラック
CC-DAN183-BK
幅 145cm　　¥3,200／m

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

メタリック

マイクロドットメタリックライクラ LYC.MET/col    幅 150cm    ¥3,900／m

ライム

ブラック×シルバー

アクア

オレンジ×ピンク

イエロー

ホットマゼンタ

ライラックドリーム

ライトブルー

グレー×シルバー

ブラウン

トゥッティフルッティ

パープル×ターコイズ

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW NEWNEW

NEW

レッド

ブラック

ジェイド

シルバー

ゴールド

エレクトリックピンク

オレンジ

カーネーション

フューシャピンク

モデナ

パープル

ターコイズ

ダークブルー

ホワイト
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使用生地
ストレッチネット/ブラック
シェーディングサテンシフォン/ブラック〜コバルト
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シェーディング

SACH02492/col    幅 112cm    ¥4,500／m
シェーディング・サテンシフォン

ブラック〜カプチーノ

ブラック〜シルバー

ブラック〜フローレセントレッド

ブラック〜ゴールド

ブラック〜レッド

パープルレイン〜ホワイト

Black on Whiteシュガーピンク〜ホワイト

レッド〜サングロー

レッド〜ホワイト

ブルーベリー〜ターコイズ

ブルーベリー〜ホワイト

エレクトリックブルー〜ホワイト

ヘマタイト〜シルバー

ヘマタイト〜ホワイト

サフラン〜ホワイト

ミッドナイトスカイ〜ホワイト

カプチーノ〜ホワイト

ゴールド〜ホワイト

ブラック〜ホワイト

ペリドット〜ライムシャーベット

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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シェーディング

GEO02492/col    幅 112cm    ¥3,700／m
シェーディング・ジョーゼット

ブルーベリー〜ホワイト

レッド〜ホワイト

ヘマタイト〜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

ブラック〜レッド

ブラック〜フローレセントレッド

ブラック〜エレクトリックピンク

ブラック〜コバルト

ブラック〜エレクトリックブルー

ブラック〜シュガーピンク

ブラック〜ホワイト

ブラック〜パープルレイン

ブラック〜ホットマゼンタ

ブラック〜ジェイド

ブラック〜ベリーブリス

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

サーモンレッド ローズピンク

フローイエロー

ホワイト

トロピックライム パープルレイン

フローピンク

フロー オレンジ

ブラック

ホワイト

ホワイト

ヌード

ブラックブラック

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

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

ブラックホワイトライラック ★

ニューファイン・フィッシュネット

フィッシュネット

ニューファイン
フィッシュネット

NEW  スパンコール付きフィッシュネット
CC-DAN196-col     幅 130cm    ¥5,800／ｍ
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ニューソブリン・ストレッチギャバジン

ソブリンストレッチギャバジン マルセーラ

LUX.NEWSTGAB/col   幅 150cm　¥4,200／m

LUX.SOBSTGAB/col  
 幅 140cm　¥4,200／m

MARCELLA   幅 140cm　
¥5,800／m

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

MF-CAP124-BLK    幅 140cm　¥3,800／m　

LUX.WSTGAB/BLK
幅 140cm　¥4,200／m　　

LUX.TRPGAB/BLK
幅 140cm　¥4,200／m　

MF-CAPPRE-BLK
幅 140cm　¥4,200／m　

ブラック ホワイト レッド

ネイビー

ベージュ ホワイト

ホワイト

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

ニューラグジュアリー
ストレッチギャバジン

MF-STGEM/Col    幅 140cm　¥4,200／m　

LUX.TRPGAB/BLK
幅 140cm　¥4,600／m　

LUX.STR.GAB01/BLK
幅 140cm　¥5,800／m

ブラック （ノンステッチ）

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

スエード風・ストレッチギャバジン
MF-STGSW/Col    幅 110cm　¥3,500／m　

ブラック ネイビーダークブラウンワイン

NEW
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織り柄＆3Dストレッチ生地

クリスタルストライプ 
ライクラ ★

ジャングル・ライクラ ★

チェッカーストライプ・ストレッチクレープ 

モールストライプ・ストレッチクレープ

ツイスト・ライクラ ピラミッドシャイン 
ライクラ

ランダムリボン 
ネット ★

ロッキー 
ライクラ

レザー風ライト 
ウェイト・ライクラ

サンバ 
ストレッチネット

ストレッチストライプメッシュ ナローストライプストレッチ

フォーチューン 
ライクラ ★

シアーストライプ・ライクラ

ダブルストライプ 
ライクラ ★

チコ・ライクラ ★バビロン・ライクラ 

ペピー 
ライクラ ★

ホワイト

ホワイト

ホワイト×ブラック

ブラウン

ホワイト ブラック

ブラック ホワイトブラック

ホワイト

ブラック

ブラック

ホワイト

ホワイト ホワイト＆ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ホワイト

ブラックホワイト

ホワイト

ホワイト ホワイト

MF-LYCCS-WHI     
幅 150ｃｍ   ¥4,200／ｍ

MF-LYCJG-WHI     
幅 140cm   ¥4,200／ｍ

CC-CHST-col    幅 150cm   ¥4,500／ｍ

CC-MLST-col    幅 150cm   ¥4,500／ｍ

MF-LYCTW-WHI     
幅 140cm   ¥4,500／ｍ ZA-LYC.SHN01/BLK.BLK   

幅 145cm  ¥4,800/ｍ

CC-RNRBN-BK    
幅 120cm   ¥4,500／ｍ

MF-LYCRK-WHI   幅 
140cm   ¥4,200／ｍ

STR02644/BLK    
幅 150cm   ¥4,200／ｍ

MF-STNSAMBA     
幅 140cm  ¥4,900／ｍ

NET.STP02/col    幅 150cm   ¥5,100／ｍ NET.STP03/col    幅 150cm   ¥5,100／ｍ

MF-LYCFORTUNE    
幅 140cm   ¥4,200／ｍ

BF-SHLY-col    幅 150ｃｍ   ¥4,500／ｍ

BF-DBLY-WH    
幅 140ｃｍ   ¥4,300／ｍ

MF-LYCCC-BLK     
幅 140cm   ¥4,500／ｍ

MF-LYCRK-BABW     
幅 140cm   ¥4,500／ｍ 

MF-LYCPP-WHI    
幅 150ｃｍ  ¥4,500／ｍ
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柄生地 限定コレクション
LIMITED COLLECTION

限定コレクションは、

特別な素材を集めた数量限定品です。

在庫が無くなり次第終了となります。

ハイビスカス
フローラルプリント

ライクラ
ラグジュアリークレープ

サテンシフォン
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

ライクラ柄生地

アニマルプリント・ライクラ
LYC.PRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,200／m

ダブルアニマルプリント 
ライクラ（両面プリント）
LYC.DPRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,900／m

ダイナミックゼブラプリント
ライクラ
LYC.PRT19/BLK.WH
幅 150cm   ¥5,200／m

ハイビスカスフローラルプリント 
ライクラ
LYC.PRT15/MULTI.BLK
幅 150cm   ¥5,300／m

フラワーカーニバルプリント 
ライクラ
LYC.PRT14/PINK.GRN
幅 150cm   ¥5,300／m

サファリキャットプリント
ライクラ
LYC.PRT20/CRM.BRN
幅 150cm   ¥5,200／m

ジャガープリント・ライクラ
LYC.PRT21/YEL.BLK
幅 150cm   ¥5,200／m

タイガープリント・ライクラ
STR02500/BRN.BLK
幅 145cm   ¥4,980／m

L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

シーファンタジーストレッチ 
クレープ／マルチカラー
CC-DAN204
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

グラスフラワーストレッチクレープ 
／ブラック×ブルー花柄
CC-DAN202　幅 150cm 
 ¥3,800／m  1パターン単位（約70cm）

リオアニマルフラワーストレッチ 
クレープ／マルチカラー
CC-DAN201
幅 150cm  ¥3,800／ｍ

マーブルプリントストレッチクレー
プ／ブラック×レッド×ホワイト
CC-DAN203
幅 150cm ¥3,800／ｍ

NEW NEW NEW NEW

クレープ柄生地 L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

NEW NEWNEWNEW

NEW NEW

アニマルスワールプリント
ライクラ／ブラウン×ブラック
LYC.PRT18/BRN.BLK
幅 150cm   ¥5,200／m

NEW

NEW

NEW

アブストラクトフローラルプリン
ト・ライクラ／スペアミント
LYC.PRT16/BLK.SPM
幅 150cm   ¥5,300／m

アブストラクトフローラルプリン
ト・ライクラ／ブルーパラダイス
LYC.PRT16/BLK.BLU.PAR
幅 150cm   ¥5,300／m

アブストラクトフローラルプリン
ト・ライクラ／シュガーピンク
LYC.PRT16/BLK.S.PINK
幅 150cm   ¥5,300／m
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クレープ柄生地L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／レッド
幅 150cm    ¥4,500／m 

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ブルー
幅 150cm    ¥4,500／m 

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ ピンク
幅 150cm    ¥4,500／m 

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ホワイト
幅 150cm    ¥4,500／m 

サンダー・ストレッチクレープ 
／ネイビー×ホワイト 
幅 150cm    ¥4,500／m
1パターン単位（約90cm）

サンダー・ストレッチクレープ 
／ブラック×ホワイト 
幅 150cm    ¥4,500／m
1パターン単位（約90cm）

マーズストレッチクレープ 
幅150cm　￥4,500/ｍ

ゼブラアートクレープ
CC-CAP183   幅 150cm  
¥4,200／m  1パターン単位（約90cm）

NEW NEW

NEWNEW

NEWNEW

ハイビスカスフローラルプリント 
ラグジュアリークレープ
CRP.PRT09/MULTI.BLK
幅 150cm   ¥5,300／m

アニマルスワールプリント・ラグジュ
アリークレープ／ブラウン×ブラック
CRP.PRT11/BRN.BLK
幅 150cm   ¥5,200／m

ダイナミックゼブラプリント 
ラグジュアリークレープ
CRP.PRT12/BLK.WH
幅 150cm   ¥5,200／m

アニマルスワールプリント・ラグジュア
リークレープ／カプチーノ×ブラック
CRP.PRT11/ANI.CAP
幅 150cm   ¥5,200／m

フローラルカーニバルプリント
ラグジュアリークレープ
CRP.PRT08/PINK.GRN
幅 150cm   ¥5,300／m

アニマルウェーブクレープ 
／マルチブルー
CC-CAP182
幅 150cm  ¥3,800／ｍ

フラワーフローストレッチクレープ
／ホワイト
CC-CAP181-WHI    幅 150cm 
 ¥4,500／m  1パターン単位（約90cm）

グレーアニマルフラワークレープ
CC-CAP185    幅 150cm  
¥3,800／m  1パターン単位（約90cm）

フラワーフローストレッチクレープ 
／レッド
CC-CAP181-RED    幅 150cm 
 ¥4,500／m  1パターン単位（約90cm）

NEW NEW NEW
NEW

NEW

NEWNEW

ペイズリープリント・ラグジュアリー
クレープ／カプチーノ
CRP.PRT10/BLK.CAP
幅 150cm   ¥5,300／m

ペイズリープリント・ラグジュアリー
クレープ／ピンクフィズ
CRP.PRT10/BLK.F.PINK
幅 150cm   ¥5,300／m

ペイズリープリント・ラグジュアリー
クレープ／フローレセントレッド  
CRP.PRT10/BLK.FL.RED
幅 150cm   ¥5,300／m
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L I M I T E D 
C OL L EC T IO Nストレッチネット柄生地

ウェーブレオパード
ストレッチネット／ブラウン
幅 140cm　¥3,300／m

ウェーブレオパード
ストレッチネット／ブルー
幅 140cm　¥3,300／m

スパンコール付きメッシュ
／シルバー
CC-DAN194-SL
幅 140cm  ¥4,800／ｍ

ドットフロックストレッチネット 
／ホワイト×ブラック
CC-CAP178
幅 150cm  ¥3,300／ｍ

NEW NEW

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（両面プリント）
LUX.CRP.DPRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,900／m

コキオフラワー・ストレッチ 
クレープ／ピンク
幅 150cm    ¥4,500／m

コキオフラワー・ストレッチ
クレープ／ブルー
幅 150cm    ¥4,500／m

コキオフラワー・ストレッチ
クレープ／ホワイト
幅 150cm    ¥4,500／m

オニキスパンサー・クレープ
幅 150cm    ¥4,500／m 

ドッティー・ストレッチクレープ
／ホワイト×ブラック
幅 150cm    ¥4,500／m 

ドッティー・ストレッチクレープ
／ブラック×レッド
幅 150cm    ¥4,500／m 

サンダー・ストレッチクレープ 
／ブラック×フューシャ 
幅 150cm    ¥4,500／m
1パターン単位（約90cm）

ランタンフラワー・ストレッチ 
クレープ／オレンジ
幅 150cm    ¥4,500／m

クレープ柄生地 L I M I T E D 
C OL L EC T IO N
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L I M I T E D 
C OL L EC T IO N ストレッチネット柄生地

ストレチアフラワー 
ストレッチネット／ホワイト
CC-DAN162-WH 
幅 150cm   ¥4,500／m

ボタニックエンブロイダリー 
ストレッチネット／サーモン
ENET2110/SALMON.SALM
幅 140cm　¥9,100/m

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

ボタニックエンブロイダリー 
ストレッチネット／ブラック
ENET2110/BLK.BLK
幅 140cm　¥9,100/m

チェチェフロック 
ストレッチメッシュ／ホワイト
FLK.MESH01WH.WH
幅 145cm　¥7,500/m

ボタニックエンブロイダリースト
レッチネット／ホワイト×ブラック
ENET2110/BLK.WH
幅 140cm　¥9,100/m

ナローストライプ
ストレッチ／ブラック 
幅 157cm　¥5,100／m   
ストライプ幅 1mm

ナローストライプ
ストレッチ／ホワイト 
幅 157cm　¥5,100／m   
ストライプ幅 1mm

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

ストレッチフリルネット／ホワイト
幅 140cm　￥4,458／m

ストレッチフリルネット／ブルー
幅 140cm　￥4,458／m

ボンバルディア ･ ストレッチネット 
／マルチレッド
幅 140cm　￥4,250／m

ストレッチストライプ
メッシュ／ブラック
幅 130cm　¥5,100／m   
ストライプ幅 2mm

ストレッチストライプ
メッシュ／ホワイト
幅 130cm　¥5,100／m   
ストライプ幅 2mm

ストレチアフラワー 
ストレッチネット／ブラック
CC-DAN162-BK 
幅 150cm   ¥4,500／m

アバター・ストレッチネット 
／マルチピンク
CC-DAN163-RD 
幅 150cm   ¥4,500／m

ランダムリボン・ネット
CRYCLO/STR-NET/RIBBON 
幅 120cm   ¥4,500／m

アバター・ストレッチネット 
／マルチブルー
CC-DAN163-BL 
幅 150cm   ¥4,500／m
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シフォン＆ジョーゼット柄生地 L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

ペイントフラワープリントシフォン 
／マルチピンク
GEO.PRT17/PINK
幅 150cm  ¥3,800／ｍ

ルミエールフェザープリント 
シフォン
CC-DAN211
幅 160cm   ¥3,800／ｍ

ペイントフラワープリントシフォン 
／マルチグリーン
GEO.PRT17/GR
幅 150cm  ¥3,800／ｍ

サーモグラフィープリントシフォン 
／ブルー
CC-DAN208-BL
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

NEW NEW NEW NEW

L I M I T E D 
C OL L EC T IO Nストレッチネット柄生地

レインボーストレッチネット 
／マルチカラー
STR-NETS/RAINBOW
幅 150cm　¥4,500／m

オータムブリーズ 
ストレッチネット／マルチブラック　
STR-NETS/AUT-BREEZE/MULTI-BLK
幅 145cm　¥4,500／m

ブラッシュドエンブロイダリースト
レッチネット／エレクトリックブルー
ZA-ENET2070/28
幅 135cm　¥10,500／m

オニキスパンサー 
ストレッチネット
幅 150cm    ¥4,500／m 

スカイフラワープリントシフォン 
／マルチカラー
CC-DAN198
幅 150cm  ¥3,800／ｍ

フラワージャルダンプリント 
シフォン／マルチグリーン
CC-DAN212-GRN
幅 160cm  ¥3,800／ｍ

ブルクレーチューリップ 
プリントシフォン
GEO.PRT16/MULTI.BLU
幅 160cm   ¥3,800／ｍ

ブラッシュストロークプリント 
シフォン
GEO.PRT18/MULTI.BLK
幅 145cm   ¥3,800／ｍ

スノードロッププリントシフォン
GEO.PRT19/WH.BLK
幅 145cm  ¥3,800／ｍ

ペイントフラワープリントシフォン 
／ブルー
GEO.PRT17/BLU
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

フラワージャルダンプリント 
シフォン／マルチカラー
CC-DAN212-ML
幅 160cm  ¥3,800／ｍ

ブルーマシェルプリントシフォン
GEO.PRT15/MULTI
幅 160cm  ¥3,800／ｍ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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サーモグラフィープリントシフォン 
／レッド
CC-DAN208-RD
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

ネオンタウンプリントシフォン 
／ブルー×マルチカラー
CC-DAN205
幅 150cm   ¥3,300／ｍ

クレシーダ・フラワーシフォン
／アンテックピンク 　
幅 145cm　¥3,300／m

クレシーダ・フラワーシフォン
／イエロー×パープル　
幅 145cm　¥3,300／m

ラージピオニー
フラワーシフォン／パープル 　

幅 145cm　¥3,300／m

ラージピオニー
フラワーシフォン／ペールブルー　
幅 145cm　¥3,300／m

カスカータ・シフォン／ブルー 
CC-CAP152C-WBLU
幅 145cm　¥3,300／m

レオパードブルー・シフォン 
幅 150cm　¥2,800／m

フェザーフォール・シフォン 
／ホワイト
幅145 cm　¥4,500／m

イザドール・シフォン
／ブラック×レッド 
幅 145cm　¥2,800／m

クレロフラワー・シフォン
CC-DAN176 
幅 130cm   ¥5,000／m

NEW NEW NEWNEW

NEW NEW NEW

アブストラクトフローラルプリント 
ジョーゼット／ターコイズ
GEO.PRT22/BLK.TUQ
幅 112cm   ¥4,000／m

アブストラクトフローラルプリント 
ジョーゼット／ピンクフィズ
GEO.PRT22/BLK.P.FIZZ
幅 112cm   ¥4,000／m

アブストラクトフローラルプリント
ジョーゼット／フローレセントレッド  
GEO.PRT22/BLK.FL.RED
幅 112cm   ¥4,000／m

フラワーカーニバルプリント
ジョーゼット
GEO.PRT21/PINK.GRN
幅 112cm   ¥4,000／m

ハイビスカスフローラルプリント
サテンシフォン
SACH02661/MULTI.BLK
幅 112cm   ¥4,900／m

シフォン＆ジョーゼット柄生地L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

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

ドロップ・シフォン
CC-DAN168 
幅 145cm   ¥4,500／m

アマゾンフラワー 
シルクシフォン
CC-DAN173 
幅 130cm   ¥5,000／m
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ピンクローズ・シルクシフォン
CC-DAN177 
幅 135cm   ¥5,000／m

サンフラワーマルチ 
シルクシフォン
CC-DAN174 
幅 135cm   ¥5,000／m

コリウス・シルクシフォン
CC-DAN175 
幅 130cm   ¥5,000／m

ダフォディ・シルクシフォン
CC-DAN178 
幅 130cm   ¥5,000／m

メルト・シルクシフォン
／ブルー花抽象柄
幅 120cm　¥5,000円／m

パークサイド
シルクシフォン／グリーン 
CC-15WS-SC18
幅 120cm　¥5,000／m

チューリップマルチ
シルクシフォン／マルチカラー
幅 120cm　¥5,000円／m

シフォン＆ジョーゼット柄生地 L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

アニマルブリード
シルクシフォン／アニマル系
CC-15WS-SC16
幅 120cm　¥5,000／m

フューム・シルクシフォン
／ブラック波
CC-15WS-SC21
幅 120cm　¥5,000／m

コスミック・シルクシフォン
／フューシャ×ブルー
幅 120cm　¥5,000／m

ニューファーグラデーション 
シフォン／オレンジ×パープル   
幅 145cm　¥4,500／m

ワイルドバタフライボーダー 
シフォン／マルチイエロー
幅 145cm　¥4,500／m

クレマチス・シフォン 
／マルチサファイヤ
幅 140cm　¥3,200／m

ボタニカル・クレープシフォン
／ネオンブルー
幅 150cm   ¥3,000／m　

レパードポピー・クレープシフォン
／オレンジ
幅150cm　¥3,330／m　

レパードポピー・クレープシフォン
／ジェイド
幅150cm　¥3,330／m　
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マリッサフラワー・チュール
／ミッドナイトスカイ
EMB.TUL01/DK.MID.SKY
幅 130cm　¥7,500/m

マリッサフラワー・チュール 
／レッド
EMB.TUL01/DK.RED.NUD
幅 130cm　¥7,500/m

マリッサフラワー・チュール 
／ブラック
EMB.TUL01/BLK.BLK
幅 130cm　¥7,500/m

スカーレット・チュール
EMB.TUL07/RED.BLK
幅 130cm　¥10,900/m

L I M I T E D 
C OL L EC T IO N チュール柄生地

フラワーフリンジチュール
FR.FAB02/BLK
幅 140cm　¥15,440/m

リーブグローチュール
／スモーキーピンク
CC-DAN197    幅 140cm
 ¥8,800／m  1パターン単位（約35cm）

ポルカドットフロックチュール 
／ブラック地×ホワイト
ZA-FLK.SNET13B
幅 150cm   ¥5,900／ｍ

アンツドットフロックチュール 
／ブラック地×ブラック
CC-CA149bk.bk
幅 150cm   ¥2,800／ｍ

アンツドットフロックチュール  
／ホワイト地×ブラック
CC-CAP149wh.bk
幅 150cm   ¥2,800／ｍ

オールオーバースパンコール
チュール／ AB
SEQ.19/AB
幅 125cm　¥10,100/m

オールオーバースパンコール
チュール／ブラック
SEQ.19/BLK
幅 125cm　¥10,100/m

オールオーバースパンコール
チュール／ゴールド
SEQ.19/GOL
幅 125cm　¥10,100/m

オールオーバースパンコール
チュール／シルバー
SEQ.19/SIL
幅 125cm　¥10,100/m

リナリア 3D フラワー・チュール
CC-DAN160-PR 
幅 130cm   ¥11,800／m

リトルアイビー 3D・チュール 
／ホワイト
CC-DAN170-ＷＨ 
幅 130cm   ¥9,800／m

ブライトローズ・チュール
CC-DAN171-RD 
幅 120cm   ¥10,900／m
1パターン単位（約30cm）

リトルアイビー 3D・チュール 
／ブラック
CC-DAN170-BK 
幅 130cm   ¥9,800 ／m

プリーツフリル・チュール 
／ホワイト
CC-DAN167-WH 
幅 130cm   ¥8,300／m

コーラルツリー・チュール 
／ブラック
CC-DAN172-BK　幅 120cm
¥4,800／m  1パターン単位（約35cm）

コーラルツリー・チュール 
／ホワイト
CC-DAN172-WH　幅 120cm
¥4,800／m  1パターン単位（約35cm）

NEW
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L I M I T E D 
C OL L EC T IO Nチュール柄生地

アリアン・チュール
／ジェイド
EMB.TUL12/JADE.GRN
幅 120cm　¥10,900/m

アリアン・チュール
／ホワイト
EMB.TUL12/WH
幅 120cm　¥10,900/m

プリーツフリル・チュール 
／ブラック
CC-DAN167-BK 
幅 130cm   ¥8,300／m

リリーナ 3D フラワー・チュール
CC-DAN161   幅 130cm   
¥14,700／m   1パターン単位（35cm）

フラワーモコ 3D・チュール 
／ホワイト
CC-DAN166-WH 
幅 135cm   ¥8,300／m

フラワーモコ 3D・チュール 
／ブラック
CC-DAN166-BK   幅 135cm   ¥8,300／m

リオン・チュールレース／ブラック
幅 130cm　¥11,800／m
1パターン単位（約30cm）

ジャシンタ・スパンコール
チュール／ホワイト
幅 130cm　¥11,800／m　 
1パターン単位（約20cm）

オーキッド・チュールレース 
／ブラック×ゴールド
幅 130cm　¥11,800／m  
1パターン単位（約20cm）

メープル・チュールレース 
／フラメンコレッド
幅 130cm　¥11,800／m

ビータ・チュールレース 
／ブラック
幅 130cm　¥11,800／m

クロウェア・チュールレース
／ブラック×ピンク    

幅 130cm　¥11,800／m  
1パターン単位（約30cm）

ミルキーウェイ                
スパンコールチュール／ホワイト
幅 130cm　¥8,000／m

アスター・スパンコールチュール
／ホワイト
幅 110cm　¥11,800／m
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L I M I T E D 
C OL L EC T IO N オーガンザ柄生地

ブラックリリーエンブロイダリー 
オーガンザレース
EO6-5 
幅 140cm   ¥6,000／m

メタルフィルムオーガンザ 
／ホワイトパール
CC-MET-FIL-WP  幅110cm  ¥1,800／ｍ

メタルフィルムオーガンザ
／ピンクパール
CC-MET-FIL-PP
幅 110cm　¥1,800／ｍ

L I M I T E D 
C OL L EC T IO N サテン柄生地

テニアフラワー・サテン
CC-DAN165 
幅 145cm   ¥4,500／m

ジョゼッテ・サテン／ピンク
CC-CAP161/PINK
幅 145cm　¥3,300／m

アマレロハイビスカス 
プリントサテン
CC-CAP210
幅 145cm     ¥4,000／ｍ

ポピーフラワーサテン  
／ブラック×レッド
CC-CAP179-BK
幅 145cm    ¥4,300／ｍ

ローザロッサプリントサテン
CC-CAP209
幅 145cm   ¥4,000／ｍ

ポピーフラワーサテン 
／ホワイト×レッド
CC-CAP179-WHI
幅 145cm   ¥4,300／ｍ

ポピーフラワーサテン  
／シルバー×ライラック
CC-CAP179-GL
幅 145cm   ¥4,300／ｍ

カテドラルシャイニーサテン 
／マルチターコイズ
CC-CATHED-TQ
幅 140cm   ¥6,000／ｍ

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW

ニーナフラワープリント 
オーガンザ／ホワイト×レッド
ORG.PRINT15/RED.WH
幅 125cm　¥3,500/m

マーシーフラワープリント
オーガンザ
ORG.PRINT16/PURPLE
幅 125cm　¥3,500/m

アナベルフローラルプリント 
オーガンザ　　
ORG.PRT11/RED.WH
幅 135cm　¥3,500/m

ルーシーフローラル・プリント
オーガンザ
ORG.PRT12/S.PINK/WH
幅 138cm　¥3,500/m

アニマルプリント・オーガンザ
TWPRT01/BLK.SAF
幅 140cm   ¥3,500／m

ブラックポピーエンブロイダリー 
オーガンザレース
EO6I-4 
幅 150cm   ¥6,000／m

オーキッド・チュールレース 
／ブラック×ゴールド
幅 130cm　¥11,800／m  
1パターン単位（約20cm）
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チェチェフロック・ストレッチ
メッシュ／ホワイト
幅 145cm    ¥7,500／m

チェチェフロック・ストレッチ
メッシュ／ブラック
幅 145cm    ¥7,500／m

ベゴニアフロック・ストレッチ 
ネット／ブラック×ブラック
FLK.NET24/BLK.BLK　
幅 150cm  ¥6,550／m

ポピーフロック・ストレッチネット
／ブラック×ブラック
FLK.NET28/BLK.BLK　 
幅 150cm  ¥6,550／m

サンドキャット・ストレッチ 
ベルベット／マルチブラウン
幅 150cm　¥4,500／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

リンクスフロック・ストレッチ 
ネット／レッド×レッド
幅 140cm    ¥7,400／m

リンクスフロック・ストレッチ 
ネット／ブラック×フローレセントレッド　
幅 140cm    ¥7,400／m

ベルベット＆フロック柄生地 L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

リンクスフロック・ストレッチ 
ネット／ブラック×ウルトラバイオレット　
幅 140cm    ¥7,400／m

リンクスフロック・ストレッチ 
ネット／ブルーパラダイス×ホワイト

幅 140cm    ¥7,400／m

クリスタルローズフロック 
ストレッチネット／タン
幅 140cm    ¥5,200／m

ミュージカルフロック・ストレッチ 
ネットブラック×フローレセントレッド
幅 140cm    ¥7,400／m

ミュージカルフロック・ストレッチ 
ネット／ブラック×ジェイド
幅 140cm    ¥7,400／m

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
幅 140cm    ¥7,400／m

オフェリアフロック・ストレッチ 
ネット／ピンクフィズ×ブラック
幅 150cm　¥7,400／m

オルラフロック・ストレッチネット
／ブラック×ブラック
幅 150cm　¥7,400／m

ピカソグリッター・スムース 
ベルベット／ブラック×ホワイト
幅140cm　¥4,680／m

ローズアンフロックストレッチネット
／タンゴフレア×ブラック
ZA-FLKNET03/01
幅 140cm   ¥8,200／ｍ

フローラルパレードストレッチネット 
／ジェイド×ブラック
FLK.NET05/BKJD
幅 140cm   ¥8,200／ｍ
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フィルメタリックネット／ブルー
CC-DAN200-BL
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

ウェーブメタリックネット 
／ブルー×グリーン
CC-DAN206
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

スパンコール付きジャージー 
／ブラック
CC-DAN193-BK
幅 160cm   ¥5,800／ｍ

フィルメタリックネット／ピンク
CC-DAN200-PK
幅 150cm    ¥3,800／ｍ

アニマル柄フィルメタリックネット 
／ブラック×イエローゴールド
CC-DAN199-BY
幅 160cm   ¥3,800／ｍ

スパンコール付きフィッシュネット 
／ホワイト
CC-DAN196-WH
幅 130cm   ¥5,800／ｍ

フィルメタリックネット／ブラウン
CC-DAN200-GO
幅 150cm   ¥3,800／ｍ

アニマル柄フィルメタリックネット 
／ブルー×ピンク
CC-DAN199-BP
幅 140cm     ¥3,800／ｍ

スパンコール付きフィッシュネット 
／ブラック
CC-DAN196-BK
幅 130cm   ¥5,800／ｍ

メタリック柄生地L I M I T E D 
C OL L EC T IO N

NEW

NEW

NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

ピカソグリッター・スムース 
ベルベット／ブラック×ホワイト
幅140cm　¥4,680／m
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

トリミング

フリンジ
ビーズドロッパー
フェザー
クリノリン（ホースヘア）

TRIMMINGS

使用生地
ストレッチリキッドフォイル/シルバー

ストレッチネット/ブラック
フリンジ30cm丈/シルバー

ツイストビーズドロッパー/クリスタル
クリスタル/Swarovski
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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。

フリンジ

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

シュガーピンク

ホットマゼンタ アクア

エメラルド

ミッドナイトスカイ

レ
ッ
ド

フ
ロ
ー
レ
セ
ン
ト
レ
ッ
ド

タ
ン
ゴ
フ
レ
ア

サ
ー
モ
ン

オ
レ
ン
ジ

エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
ピ
ン
ク

ホ
ワ
イ
ト

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

ア
ク
ア

エ
メ
ラ
ル
ド

ブ
ル
ー
ジ
ル
コ
ン

ジ
ェ
イ
ド

ク
ー
ル
ア
ク
ア

フ
ロ
ー
グ
リ
ー
ン

カ
プ
チ
ー
ノ

サ
フ
ラ
ン

サ
ッ
シ
ー
イ
エ
ロ
ー

ト
ロ
ピ
ッ
ク
ラ
イ
ム

ゴ
ー
ル
ド 

メ
タ
リ
ッ
ク

シ
ル
バ
ー 

メ
タ
リ
ッ
ク

ミ
ッ
ド
ナ
イ
ト
ス
カ
イ

パ
ー
プ
ル
レ
イ
ン

ホ
ッ
ト
マ
ゼ
ン
タ

フ
ュ
ー
シ
ャ
ピ
ン
ク

ブ
ラ
ッ
ク

ピ
ン
ク
フ
ィ
ズ

シ
ュ
ガ
ー
ピ
ン
ク

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

カラーチャート

例：ブラック色　 
※裾をカットして 
お使いいただけます。
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

ストレッチ・ビーズフリンジ

ミニタッセル
フリンジ

ビニール
フリンジ

BEAD.FRINGE/col    長さ 約7cm　ビーズ１つの長さ 5mm    ¥5,600／m

REM/SPEC.FAB.B
長さ 約6.5cm
¥1,500／m 

CC-DAN195-BK 
長さ 約20cm 
¥1,500／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 

レッド アクアマリン ブラック

シルバーゴールド

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

ブラック ブラック

ゴールド
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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。

ビーズドロッパー

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 

ライトシャム シャイニーコバルト

クリスタル

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

ピーチAB
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

フェザー

ピュアオーストリッチラグジュアリーボア
LUX.BOA/col   ¥16,200／本    幅 約15cm　長さ 約1.8m　※フェザー類は、入荷時期により色が異なる場合がございます。

チェリーレッド

ピンクフィズ

フューシャピンク

ブラック

ヘマタイト

カプチーノ

レッド パープルレイン

ミッドナイトスカイ ブルージルコン

サフラン

エレクトリックピンク

ウルトラバイオレット

ブルーベリー

ジェイド

ピンクフィズ

ライラックドリーム

エレクトリックブルー

クールアクア

シュガーピンク

ターコイズ

スペアミント

サーモン ホワイト

ブルーパラダイス
約15cm

コバルト

アクア

エメラルド

トロピックライム

タンゴフレア

ワイン

NEW

ホットレッド

NEW

ブルーベル

NEW
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フェザー

オーストリッチフリンジ
OFRI/col    約12cm丈   ¥5,100／ｍ　※フェザー類は、入荷時期により色が異なる場合がございます。

約12cm

チェリーレッド

オレンジ

ホワイト

カプチーノ

サッシーイエロー

レッド

ホットマゼンタ

ターコイズ

クールアクア

エレクトリックピンク

ウルトラバイオレット

コバルト

ピンクフィズ

シュガーピンク

ブルーベル

ブルーパラダイス

ブルーパラダイス

ミッドナイトスカイ アクア

サーモン

シャンパン

ブルーベリー

ライラックドリーム

エレクトリックブルー

ジェイド

ブルージルコン

タンゴフレア

ワイン

NEW

ホットレッド

NEW

パープルレイン

NEW

エメラルド

スペアミント

フューシャピンク

ピンクトロピカーナ

サングロー

トロピックライム

サフラン

シルバー

ヘマタイト

ブラック

93

ト
リ
ミ
ン
グ



ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

クリノリン
（ホースヘア）

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

ウルトラバイオレット

ジェイド／クールアクア

マンゴー

シルバー

ベリーブリス／ 
フローレセントレッド

ピンクフィズ
／トゥッティフルッティ

ミッドナイトスカイ

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
／シュガーピンク

エレクトリックブルー

トロピックライム

カプチーノ

サフラン

サッシーイエロー 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

l

l

l

l

l

l

l l

l

l l

l l

l l

l l
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l l

ll ll

ll ll

l l

l

l l

l

l l

ll ll

l l

l l

l l

l l

l

l

l

l

l

マンゴー

サフラン

NEW  サッシーイエロー

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／シュガーピンク

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

ジェイド／クールアクア

チェリーレッド         

ベリーブリス／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

エメラルド l l

154mm

l l

l l

l l

l

l

l

l

l

l

l l

ベリーブリス／フローレセントレッド

NEW
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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。

メタリッククリノリン
（ホースヘア）

チェリーレッド

AB on ホワイトゴールド on ホワイト

レッド

エメラルド

フューシャピンク

カプチーノ

シルバー on ブラック

ゴールド on ゴールド

コバルト

シルバー on ホワイト

NEW 幅40mm

NEW 幅80mm

CR.MET40MM/col   ¥10,890／ロール （1ロール＝33m）

CR.MET80MM/col   ¥11,682／ロール （1ロール＝33m）

レッド※ロール販売のみ
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

2/3 ブラパッド ★
BFIL
¥650／ペア   ※在庫限り

ワンダーパッド
WPAD/FLESH
¥720／ペア

スーパーナチュラル・ブラカップ
AC-DAN182/FLESH
M, L, XL
¥600／ペア

ネオクラシック・ブラカップ
NEOBCUP.SIZE/FLESH
M, L, XL
¥600／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
¥380／m
STRAP.ELA20MM/FLESH

リジリンボーニング    
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  ※在庫限り

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

ストレッチストラップ
18mm 幅／フレッシュ
¥400 ／ m
AC-EST18-FLE

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

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 ホワイト

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

ホワイト

NEW
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アクセサリー

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 サファイヤ

サンライズ ターコイズ ブラック

ペールターコイズ

レッド フューシャピンク コバルト ブラック ゴールド

フローレッド エレクトリックピンク エレクトリックブルー ブルージルコン シルバー

ピンクトロピカーナ ライラックドリーム エメラルド トロピックライム AB

シュガーピンク グリーン オレンジ

ルーズスパンコール PS/50MM/col    　¥1,800／50枚パック　直径50mm
※輸入商品のため、傷や色落ちも含まれておりますので、ご了承ください。

フィッシング 
ワイヤー（小）

（テグス18号）
FISH.SML
直径：0.7mm　 
238m巻    
¥1,700／巻
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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

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

オーシャン 
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

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

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

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。

CC-CAP180-col    幅 1ｃｍ   ¥900／ｍ
NEW  スパンコールブレード

シルバーゴールド ブラック

REM/SPEC/col    幅 2ｃｍ   ¥2,000／ｍ 
NEW  モールループブレード

シルバーゴールド
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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。

REM/SPEC/col    幅 2ｃｍ   ¥2,000／ｍ 
NEW  モールループブレード

クリスタル

スワロフスキー
ステラックス
プレシオサ

ストーニング用品

CRYSTALS

＊ 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。

99

ク
リ
ス
タ
ル

ク
リ
ス
タ
ル



ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

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AB
SWA3240／CRY.AB	 16mm	 (72個／箱)	
	 260円／個
	 22mm	 (24個／箱)		
				 400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	 10x7mm				 (72個／箱)	
	 140円／個
	 16x11mm	 (72個／箱)	
	 290円／個
	 24x17mm	 (24個／箱)	
	 480円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3270／CRY.AB	 16mm	 (72個／箱)	
	 260円／個
	 22mm	 (24個／箱)		
					 400円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3230／CRY.AB	 12x7mm		 	(96個/箱)	
	 110円／個
	 18x10.5mm		(72個/箱)	
	 250円／個
	 28x17mm	 (24個／箱)	
	 510円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3200／CRY.AB	 	10mm	 (72個／箱)	

90円／個
SWA3200／CRY.AB	 	12mm	 (72個／箱)	

120円／個
	 	14mm	 (72個／箱)	

170円／個

コード	 サイズ	 クリスタルAB
SWA3265／CRY.AB	 	20x16mm	 (72個／箱)	

410円／個
	 26x21mm	 (20個／箱)		
	 590円／個

スワロフスキー
（品番2088：ノン・ホットフィックス）   税別価格

税別価格

カラー	 SS12	 SS16	 SS20	 SS30	 SS40
 クリスタル ¥4,500 ¥6,100 ¥8,300 ¥3,500 ¥4,000

 クリスタルAB ¥6,200 ¥8,400 ¥11,400 ¥4,900 ¥5,500

 ジェット  ¥7,200 ¥9,800  

 ジェットAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ジェットへマタイト  ¥8,900 ¥12,200  

 ブラックダイヤモンド  ¥7,200 ¥9,800  

 モンタナ  ¥7,200 ¥9,800  

 コバルト  ¥7,200 ¥9,800  

 マジェスティックブルー  ¥7,200 ¥9,800  

 カプリブルー  ¥7,200 ¥9,800  

 サファイヤ  ¥7,200 ¥9,800  

 サファイヤAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ライトサファイヤ  ¥7,200 ¥9,800  

 アクアマリン  ¥7,200 ¥9,800  

 アクアマリンAB  ¥8,900 ¥12,200  

 メリディアンブルー  ¥8,400 ¥11,400  

 ブルージルコン  ¥7,200 ¥9,800  

 エメラルド  ¥7,200 ¥9,800  

 ぺリドット  ¥7,200 ¥9,800  

 ぺリドットAB  ¥8,900 ¥12,200  

 スモークドトパーズ  ¥7,200 ¥9,800  

 トパーズ  ¥7,200 ¥9,800  

 トパーズAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ライトコロラドトパーズ  ¥7,200 ¥9,800  

 ゴールデンシャドウ  ¥8,400 ¥11,400  

 シトリン  ¥7,200 ¥9,800  

 ジョンキル  ¥7,200 ¥9,800  

 ジョンキルAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ボルケーノ  ¥8,400 ¥11,400  

 ヘリオトロープ  ¥8,400 ¥11,400  

 アメジスト  ¥7,200 ¥9,800  

 タンザナイト  ¥7,200 ¥9,800  

 ルビー  ¥7,200 ¥9,800  

 フューシャ  ¥7,200 ¥9,800  

 ローズ  ¥7,200 ¥9,800  

 ローズAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ライトローズ  ¥7,200 ¥9,800  

 ライトローズAB  ¥8,900 ¥12,200  

 シャム  ¥7,200 ¥9,800  

 ライトシャム  ¥7,200 ¥9,800  

 ライトシャムAB  ¥8,900 ¥12,200  

 ファイヤオパール  ¥7,200 ¥9,800  

 ヒヤシンス  ¥7,200 ¥9,800  

SS16 SS20 SS30 SS40

1パック＝1,440個入り 1パック＝288個入り 1パック＝144個入り

サイズ
（直径）

SS12
約3.2mm 約4mm 約4.8mm 約6mm 約9mm
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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。

ジェットヘマタイト
¥196／個

ステラックス／ジュエリーストーン

ライトシャム
¥196／個

クリスタルAB
¥93／個

シトリン
¥89／個

クリスタルAB
¥205／個

クリスタル
¥77／個

クリスタル
¥170／個

ゴールデン
ハニー

¥93／個

ジェット
¥170／個

ゴールデンハニー
¥205／個

涙型		A330

涙型	A330 18x10.5mm  1箱＝48個入り

ジェット 
ヘマタイト
¥89／個

ジェット
¥77／個

ライトシャム
¥89／個

ステラックス／ラインストーン 税別価格

税別価格

ステラックス

カラー	 	 SS12	 SS16	 SS20	 SS30	 SS40
 クリスタル  ¥3,550 ¥4,600 ¥6,200 ¥2,700 ¥3,000

 クリスタルAB  ¥4,780 ¥6,200 ¥8,400 ¥3,700 ¥3,900

 ジェット   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ジェットAB   ¥6,700 ¥9,200 

 ジェットヘマタイト   ¥6,700 ¥9,200  ¥4,200

 ブラックダイヤモンド   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 モンタナ   ¥5,700 ¥7,800  

 カプリブルー   ¥5,700 ¥7,800  

 サファイヤ   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 サファイヤAB   ¥6,700 ¥9,200  

 アクア   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ブルージルコン   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ブルージルコンAB   ¥6,700 ¥9,200  

 エメラルド   ¥5,700 ¥7,800  

 エメラルドAB   ¥6,700 ¥9,200  

 ペリドット   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ペリドットAB   ¥6,700 ¥9,200  

 シトリン   ¥5,700 ¥7,800  

 シトリンAB   ¥6,700 ¥9,200  

 ライトコロラドトパーズ   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ライトコロラドトパーズAB  ¥6,700 ¥9,200 

 ゴールデンハニー   ¥6,200 ¥8,400  ¥3,900

 オーラム   ¥6,200 ¥8,400  

 ボルケーノ   ¥6,200 ¥8,400  

 ヘリオトロープ   ¥6,200 ¥8,400  

 フューシャ   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 フューシャAB   ¥6,700 ¥9,200  

 ローズ   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ローズAB   ¥6,700 ¥9,200  

 ライトローズ   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ライトシャム   ¥5,700 ¥7,800  ¥3,700

 ライトシャムAB   ¥6,700 ¥9,200  

 ヒヤシンス   ¥5,700 ¥7,800  

 ヒヤシンスAB   ¥6,700 ¥9,200  

 サン   ¥5,700 ¥7,800  

 サンAB   ¥6,700 ¥9,200  

12x7mm  1箱＝144個入り

SS16 SS20 SS30 SS40

1パック＝1,440個入り 1パック＝288個入り 1パック＝144個入り

サイズ
（直径）

SS12
約3.2mm 約4mm 約4.8mm 約6mm 約9mm
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ウェブショップでご覧頂けます   www.chrisanne-clover.jp詳しい商品情報・写真は

プレシオサ

ストーニング （ラインストーン貼り）

プレシオサ／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	

（VIVA12：ノン・ホットフィックス）   税別価格

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
¥360／ペア

シルバー　¥200／個

102



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。

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324円(税込)	
※	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
・	お取り寄せ商品	
・	セール品、訳あり品

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、14〜16時、16〜18時、18〜20時、19〜21時

送料一覧 （1梱包配送料金目安・税込）　＊2017年11月1日より送料改定

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	700円	／	宮城・山形・福島	630円	／	
東京	630円	／	神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨	630円	／	新潟・長野	
630円	／	富山・石川・福井	630円	／	静岡・愛知・三重・岐阜	630円	／	大阪・京
都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫	700円	／	岡山・広島・山口・鳥取・島根	880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	1,100円	／	福岡・佐賀・大分・長崎・熊
本・宮崎・鹿児島	1,100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	1,900円

佐川急便
最短翌々日配達可能地域　北海道	870円	／	岡山・広島・山口・鳥取・島根	790
円	／	香川・徳島・愛媛・高知	790円	／	福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児
島	870円

エコ配便　一律490円	（※日時のご指定はできません。配達可能地域は下記のみです）
東京23区、名古屋市、大阪市

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	
生地・服飾材料ウェブサイト	www.chrisanne-clover.jp　　　
ダンスウェア専門ウェブサイト	ballroom.chrisanne-clover.jp　　　
責任者：	宮沢昌代
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生地・服飾材料ウェブサイト		www.chrisanne-clover.jp
ダンスウェア専門ウェブサイト		ballroom.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	10:00AM〜6:00PM		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


