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生地素材について

ストレッチネット
一般的にメッシュとも呼ばれ、衣装などの袖やグロ
ーブ、スカート、ボディ、チョーカー部分、どこにでも
オールマイティに使用できる透け感のある伸縮生
地です。

ストレッチネット
薄手で透け感があり、よくストレッチ
するネット/メッシュ素材の生地です。
他社様ではメッシュネットや、メッシ
ュ、ネット、パワーネットなどの呼称
で親しまれています。
※弊社のパワーネットはより厚手の 
　別商品となります。

ボディネット
衣装などで肌色に見せたい部分な
ど、どこにでもオールマイティに使用
できる生地。透け感と若干の光沢感
があるのが特徴で、やや厚手のため、
フィギュアスケートの袖、背中、胸元
などによく使用されます。

パワーネット
生地が厚くガードルなどに使用され
る強力なメッシュで補正効果がある
生地。丈夫さや硬さを重視している
のでインナーにも使用できる多用途
パワーメッシュです。

クレープ
薄手でスカートやボディ、ドレープ感を出すのに最
適なストレッチクレープ生地です。

ラグジュアリークレープ／ 
プレミアムクレープ
カラーバリエーションが豊富で、薄手
で肌触りの良いストレッチクレープ。
弊社のプラクティスウェアにも使用
されています。マットで上品な表面感
は、薄手でほどよいドレープを作れる
一番人気のストレッチクレープです。

ニュークリスタルクレープ
さらっとした落ち感が出来る生地で、
カラーバリエーションの豊富さから、
非常に人気があります。濃い色であ
れば1枚でも透けません。

ダンスクレープ 
弊社のクレープ生地の中で一番よく
伸縮し、伸びととろみがよく、ひんや
りさらっとした肌触りが特徴。ラテン
ドレスやワンピースなどに使用される
薄手のクレープ生地です。ファンが多
い生地で、プロのドレスメーカー様に
もご愛顧頂いております。ナシ地で光
沢はありません。

ライクラ
レオタードを始め、バレエ、新体操、社交ダンス、フィギ
ュアスケート、ベリーダンス、水泳など各種競技ウェア
の機能性を飛躍的に高めるとともに、アンダーウェア
などにも広く使用され自由で快適で豊かな衣生活に
役立っております。肌触りの良さ、抜群のフィット感が
特徴。しなやかな伸縮性は身体の自由な動きを実現
し、無理な締め付けや緩みを防ぐフィット性は快適な
着心地の良さを提供します。ファッション業界では、大
きな革命をもたらした高機能素材です。

マットライクラ
艶感のないレオタード生地でインナー使
いに最適。主にボディのベースに使用しま
す。また、しっかりとした2WAYストレッチ
のため、ライン補正にも役立ちます。

ラスターライクラ
艶・光沢感のあるレオタード生地で社交ダ
ンスやフィギュアスケートのお子様用の衣
装に人気です。マットライクラ同様、2WAY
ストレッチでボディのベース使用やライン
補正にも役立ちます。

＜組成＞
ポリアミド 80％
エラスタン 20％
生地幅 140cm
2WAY ストレッチ
染色〇

＜組成＞ 
ポリアミド 80％
エラスタン 20％
生地幅 140cm
2WAY ストレッチ
染色〇

FABRIC  
GUIDE

※ 全ての生地が「ドライクリーニング」「乾燥機」 
　「漂白洗剤」に対応しておりません。 
　また、撥水加工や耐塩加工をしていないため、 
　ご使用の際はご注意下さい。

＜組成＞ 
ポリアミド 87％
エラスタン 13％
生地幅 140cm
2WAY ストレッチ
染色〇

＜組成＞ 
ポリアミド 87％
エラスタン 13％
生地幅 115cm
２WAY ストレッチ

＜組成＞ 
ナイロン 87％
スパンデックス 13％
生地幅 150cm
２WAY ストレッチ

ラグジュアリー
＜組成＞ 
ポリエステル 93％
エラスタン 7％
生地幅 150cm
2WAY ストレッチ
染色×

プレミアム
＜組成＞ 
ポリエステル 97％
エラスタン 3％
生地幅 150cm
1WAY ストレッチ
染色×

＜組成＞ 
ポリエステル 94％
ポリウレタン 6％
生地幅 150cm
1WAY ストレッチ /
横方向
染色×
 

＜組成＞ 
ポリアミド 95％
ポリウレタン 5％
生地幅 136cm
2WAY ストレッチ
染色〇

マットライクラ ラスターライクラ
プレミアム 

クレープ
ラグジュアリー 

クレープ
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オーガンザ
ウェディングドレスやフォーマルドレス、ダンスや舞
台などの衣装に使われます。社交ダンスではスカー
トを膨らませるためのパニエや、ボリュームを出すア
ンダースカートに最適。コサージュやデコレーショ
ンとしてのフリルにも使用できます。

ベルベット
弊社のベルベット素材はベロア同様のものでストレ
ッチが効いたベルベットです。非常に柔らかい手触
りで、光沢感のある毛羽は高級感と優雅さを感じさ
せます。 パーティーシーンなどにおすすめの生地で
す。

ジョーゼット
50デニールのシフォンジョーゼット。ブラウス、ドレ
ス、羽織物や洋服の袖、装飾などによく使われます。 
シワになりにくく、ドレープもきれいに表現できます。
ふんわりと風になびくので、ダンス衣装やドレス、ス
カートなどにもおすすめです。

シフォン
軽くドレープが出やすい布地で、サテンなどの重い
生地の上に重ねて使われることが多く、二重にも使
用できます。社交ダンスのフロート（吹き流し）やス
カート、バトントワリング・フィギュアスケート・新体
操のスカートにも使えます。

パールシフォン
非常にうすくて軽い生地で、光沢があ
ります。オーガンジー(オーガンザ)よ
りも柔らかくしなやかです。 

サテンシフォン
パールシフォンよりも若干柔らかくと
ろみがあり繊細です。
 

＜組成＞
ポリエステル 100％
生地幅 112cm           
ノンストレッチ
染色×

＜組成＞
ポリエステル 100％
生地幅 112cm
ノンストレッチ
染色×

クリスタルオーガンザ
薄く透明で張りがあり、シワになりに
くいオーガンザ。透明感と特有の張り
感、光沢感が魅力。シースルーの代表
といえる織物で、ＣＡオーガンザより
も濃い色味でしっかりとした質感のオ
ーガンジーです。

ＣＡオーガンザ
適度なハリとやわらかな風合いをあ
わせ持つオーガンザ。クリスタルオー
ガンザに比べ、落ち着いた色味が特
徴です。
 

＜組成＞
ポリエステル 100％
生地幅 140m
ノンストレッチ
染色×

＜組成＞
ポリエステル 100％
生地幅 145m          
ノンストレッチ
染色×

スムースベルベット
ライクラと同じ特性を持っており、生地
がほつれないため、裾の処理は不要で
す。毛足が長く、ふんわりとした肌触り
の生地で、ベルベットとは思えないほ
ど軽く、マットで優しい光沢が特徴。特
にダンスフロアのスポットライトの下で
は美しく輝きます。

ベルベットグロス
スムースベルベットよりも毛足が短く
密度が高いため、適度な重さで優雅な
ドレープを表現することが可能です。
艶のある光沢が高級感を醸し出しま
す。
 
 

＜組成＞
ナイロン 90％
ポリウレタン 10％
生地幅 140m
2WAY ストレッチ

＜組成＞
ポリエステル 90％
スパンデックス 10％
生地幅 145m
2WAY ストレッチ

＜組成＞ ポリエステル 100％、生地幅 112cm、 
ノンストレッチ、染色×

6 7



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 9

ストレッチ
ネット

ストレッチ 
ネット

¥3,388/m

ラグジュアリー 
クレープ

プレミアム 
クレープ

ラグジュアリー 
クレープ

¥3,850/m

プレミアム 
クレープ

¥3,850/m

マイクロドット
メタリック 
ライクラ

¥4,807/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

¥2,475/m

l ll

マット 
ライクラ

マット 
ライクラ

¥2,475/m

サテン 
シフォン

パール 
シフォン

サテン 
シフォン

¥2,310/m

パール 
シフォン

¥1,980/m

ジョーゼット

ジョー 
ゼット

¥880/m
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オーガンザ
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キャラメル

ヘマタイト

オレンジ

カプチーノ
タン

フレッシュ

アクア

フローグリーン ★

サングロー ★

  ゴールド

  バタークリーム
シャンパン

サーモン

  プラム
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 ★

サッシーイエロー

ホットマゼンタ

ライラックドリーム
 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
  アイスブルー

ブルージルコン ★

クールアクア

チェリーレッド         
ワイン

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

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
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ラグジュアリー 
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l
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l

l

l

ジェイド ダークジェイド

ダークブルーダークブルー

クリーム クリーム

スムース
ベルベット

★マークは廃盤予定色
在庫が無くなり次第終了
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カラー別商品ガイド

COLOR  
GUIDE

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ

サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ

サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ
プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ラグジュアリークレープ★ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ

サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ

サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ

プラム

アイス
ブルー

レッド

チェリー 
レッド

ホットレッド

バター 
クリーム

ワイン フローレセント 
レッド

オレンジ

タンゴフレア
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

サフラン

サーモン サッシー 
イエロー

サングロー
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

シャンパン

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
ダンスクレープ 幅130cm ￥5,500/ｍ

ストレッチサテン 幅112cm ￥2,365/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ

サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

フューシャ 
ピンク

エレクトリック 
ピンク

ベリーブリス

ピンクフィズ

ピンク 
トロピカーナ
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

シュガー 
ピンク

パープル 
レイン

ウルトラ 
バイオレット
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

ホット 
マゼンタ

ライラック 
ドリーム

ブルーベル

ブルーベリー

コバルト

エレクトリック 
ブルー

ミッドナイト 
スカイ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ  
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,457/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,２10/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ターコイズ
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

ブルー 
パラダイス

ジェイド
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

アクア クールアクア

エメラルド

スペアミントブルー 
ジルコン
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

トロピック 
ライム

ゴールド

キャラメル

フロー 
グリーン
★廃盤予定品・在庫が 
無くなり次第終了

タン

フレッシュ

カプチーノ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ラスターライクラ★ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

パワーネット 幅150cm ￥3,960/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット★ 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ボディネット 幅115cm ￥3,740/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ボディネット 幅115cm ￥3,740/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ（ジェイド）　
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ(ダークジェイド)
スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ピーコック
ブルー

NEW

フォレスト
グリーン

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ラグジュアリー 幅112cm ￥1,210/ｍ 
ジョーゼット  
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/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 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。

シルバー

ヘマタイト

ブラック

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

スキン
ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ホワイト 

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

プレミアムクレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ

ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
ダンスクレープ 幅130cm ￥5,500/ｍ

ストレッチサテン 幅112cm ￥2,365/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

パワーネット 幅150cm ￥3,960/ｍ

ラスターライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ 
マットライクラ 幅140cm ￥2,475/ｍ

ストレッチネット 幅140cm ￥3,388/ｍ

ジョーゼット 幅112cm ￥880/ｍ 
サテンシフォン 幅112cm ￥2,310/ｍ 
パールシフォン 幅112cm ￥1,980/ｍ

CAオーガンザ 幅145cm ￥1,078/ｍ

クリスタルオーガンザ 幅140cm ￥1,023/ｍ

ラグジュアリークレープ 幅150cm ￥3,850/ｍ 
ニュークリスタル 幅150cm ￥3,080/ｍ 
クレープ
ダンスクレープ 幅130cm ￥5,500/ｍ

ストレッチサテン 幅112cm ￥2,365/ｍ

スムースベルベット 幅140cm ￥5,390/ｍ

ボディネット★ 幅115cm ￥3,740/ｍ

パワーネット 幅150cm ￥3,960/ｍ

トリミング
TRIMMINGS

フリンジ
ビーズドロッパー

クリノリン（ホースヘア）
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

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

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

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

オレンジ

シュガーピンク ホットマゼンタ

ワイン

コバルト

ヘマタイト

スペアミントアイスブルー

エメラルド

ミッドナイトスカイ

ブルージルコン

※裾をカットして   
お使いいただけます。

ストレッチ・ビーズフリンジ★
BEAD.FRINGE/col    長さ 約7cm　ビーズ１つの長さ 5mm    ¥6,160／m

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    ¥1,760／50本束 

レッド アクアマリン 

ブラック

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

ブラック シルバー

ゴールド

…15cm丈（￥1,958/m　 メタリック￥2,178/m）
…30cm丈（￥2,750/m   メタリック￥3,520/m）
…45cm丈（￥3,905/m）
…60cm丈（￥5,500/m）
…ストレッチ15cm丈（￥2,365/m）
…ストレッチ30cm丈（￥3,465/m）

ピーコックブルー

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    ¥1,815／50本束 

ライトシャム

シャイニーコバルト

クリスタル

エリナイト

ライトローズ サファイヤAB

シトリンゴールド

エメラルドホワイトオパール

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

ブルーベル ヒヤシンスAB

シュガーピンク

ルビー

ドラド

アイスブルー

フォレストグリーン

アクアマリン
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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     ¥649／m

チェリーレッド  
（40mm、77mm）

ワイン  
（77mm）

フューシャピンク
（40mm、77mm）

パープルレイン 
（40mm、77mm）

エメラルド 
（40mm、50mm、77mm）

オレンジ 
（40mm、77mm）

ブラック 
 （40mm、77mm）

レッド 
（15mm、40mm、77mm）

ウルトラバイオレット 
（40mm、77mm）

ジェイド 
（40mm、77mm）

シルバー 
（50mm、77mm）

ピンクフィズ／トゥッティ 
フルッティ（40mm、77mm）

ミッドナイトスカイ 
（40mm、77mm）

ホワイト
（40mm、77mm）

タンゴフレア  
（15mm、40mm、77mm、154mm）

ブルーベリー
（40mm、77mm）

フローグリーン 
（40mm、50mm、77mm）

ゴールド 
（40mm、77mm）

サーモン 
（15mm、40mm、77mm、154mm）

ローズピンク／シュガーピンク 
（40mm、77mm）

エレクトリックブルー 
（40mm、77mm）

トロピックライム 
（40mm、77mm）

カプチーノ 
（40mm、77mm）

サフラン 
（15mm、50mm、77mm）

サッシーイエロー 
（40mm、77mm）

クリーム 
（40mm、77mm）

プラム  
（77mm）

シャンパン 
（40mm、77mm）

ブルーパラダイス 
（40mm、77mm）

アイスブルー 
（77mm）

幅15mm CR15MM/col     ¥385／m

幅40mm CR40MM/col    ¥605／m

幅154mm CR154MM/col    ¥748／m ベリーブリス／フローレセントレッド （40mm、77mm）

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

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

幅80mm
CR.MET80MM/col   ¥12,837／ロール （1ロール＝33m）

レッド

※ロール販売のみ

フォレストグリーン 
（77mm）

   マンゴー 
   （40mm、77mm、154mm）
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

柄生地 限定コレクション
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。

LIMITED  
COLLECTION

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   ¥5,940／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   ¥6,490／m

サファリキャットプリント
ライクラ
LYC.PRT20/CRM.BRN
幅 150cm   ¥5,720／m

タイガープリント・ライクラ
STR02500/BRN.BLK
幅 145cm   ¥5,478／m

L I M I T E D 
COLLECTION

クレープ柄生地 L I M I T E D 
COLLECTION

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   ¥5,720／m

ミドルドッティー 
ストレッチクレープ
CC-CAP195MLT
幅150cm　¥4,950／m

ビビッドレオパード 
ストレッチクレープ／ピンク
CC-CAP190/PINK
幅150cm　¥4,180／m

エバプリント 
ストレッチクレープ
CC-CAP198PR
幅145cm　¥5,830／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 　　¥4,180／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 
￥2,926／1パターン単位（約70cm）

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    
¥4,455／1パターン単位（約90cm）

マーズストレッチクレープ 
幅150cm　￥4,950/ｍ

ランタンフラワー・ストレッチ 
クレープ／オレンジ
幅 150cm    ¥4,950／m
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

クレープ柄生地 L I M I T E D 
COLLECTION

サンダーストレッチクレープ 
ブラック×ホワイト
CC-CAP193PK
幅150cm
￥4,455／1パターン単位（約90cm）

サンダーストレッチクレープ
ネイビー×ホワイト
CC-CAP193PK
幅150cm　　　
￥4,455／1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×フューシャ
CC-CAP193PK
幅150cm　　
￥4,455／1パターン単位（約90cm）

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／レッド
幅 150cm    　　¥4,950／m 

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ブルー
幅 150cm   　　¥4,950／m 

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ ピンク
幅 150cm    ¥4,950／m 

アニマルプリント 
ラグジュアリークレープ
LUX.CRP.PRT/BLK.SAF
幅 150cm   ¥5,885／m

フィンタイガー・ストレッチ 
クレープ／ホワイト
幅 150cm    ¥¥4,950／m 

オニキスパンサー・クレープ
幅 150cm    ¥4,950／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    ¥4,950／m 

ドッティー・ストレッチクレープ
／ブラック×レッド
幅 150cm    ¥4,950／m 

L I M I T E D 
COLLECTION ストレッチネット柄生地

メタリックピオニープリント・スト
レッチネット／ミッドナイトスカイ
NET.PRT125/P.MS
幅145cm　¥5,830／m

スパンコール付きメッシュ
／シルバー
CC-DAN194-SL
幅 140cm  ¥5,280／ｍ

ビビッドレオパード 
ストレッチネット／ブルー
CC-CAP190SN/BLUE
幅150cm　¥3,630／m

ビビッドレオパード 
ストレッチネット／ピンク
CC-CAP190SN/PINK
幅150cm　¥3,630／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  　¥3,630／ｍ

ナローストライプストレッチ
／ブラック 
幅 157cm　¥5,610／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　¥5,610／m   
ストライプ幅 1mm

ストライプメッシュ／ブラック
幅 150cm　¥4,950／m   
ストライプ幅 2mm

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　¥10,010/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　¥10,010/m

アニマルプリントストレッチネット
NET.PRT/BLK.SAF
幅 140cm   ¥6,380／m

ウェーブレオパード
ストレッチネット／ブラウン
幅 140cm　¥3,630／m

ウェーブレオパード
ストレッチネット／ブルー
幅 140cm　¥3,630／m

オニキスパンサーストレッチネット
幅 150cm    ¥4,950／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 
COLLECTION

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  ¥4,180／ｍ

スノードロッププリントシフォン
GEO.PRT19/WH.BLK
幅 145cm  ¥4,180／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  ¥4,180／ｍ

ロゼフラワー 
プリントシフォン
CC-CAP202RD
幅145cm　¥4,180／m

ブランチフラワーレーザーカット
シルクシフォン
CC-DAN223/SL
幅140cm　¥6,050／m

アイビーフラワープリントシフォン
CC-DAN219/BL
幅150cm　¥4,180／m

アラベスクローズ・プリント
シフォン／ホワイト×レッド
CC-CAP200RDWH
幅145cm　¥4,400／m

チャームフラワー・プリント 
シフォン／バタークリーム
CC-DAN217/BC
幅150cm　¥4,180／m

ポピーアート・プリントシフォン 
／イエロー×グリーン
CC-DAN214/YG
幅150cm　¥4,180／m

マルチスクエアプリントシフォン
CC-DAN220/BO
幅110cm　¥5,500／m

アラベスクローズ・プリント
シフォン／ブラック×レッド
CC-CAP200RDBK
幅145cm　¥4,400／m

チャームフラワー・プリント 
シフォン／ピンク
CC-DAN217/SP
幅150cm　¥4,180／m

マリリンフラワープリントシフォン
CC-DAN215/PK
幅145cm　¥4,180／m

ホワイトローズレーザーカット
シルクシフォン
CC-DAN221/BW
幅140cm　¥6,050／m

シャドーアートレーザーカット
シルクシフォン
CC-DAN222/BP
幅140cm　¥6,050／m

ジャクリーヌフラワー・プリント 
シフォン／ブルー
CC-CAP203BL
幅145cm　¥4,180／m

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  ¥4,180／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  ¥4,180／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   ¥4,180／ｍ

ブルーマシェルプリントシフォン
GEO.PRT15/MULTI
幅 160cm  ¥4,180／ｍ

シフォン＆ジョーゼット柄生地L I M I T E D 
COLLECTION

ルミエールフェザープリント 
シフォン
CC-DAN211
幅 160cm   ¥4,180／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   ¥4,180／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   ¥3,630／ｍ

クレシーダ・フラワーシフォン
／アンティックピンク
幅 145cm　¥3,630／m

ラージピオニーフラワーシフォン
／ペールブルー
幅 145cm　¥3,630／m

カスカータ・シフォン／ブルー 
CC-CAP152C-WBLU
幅 145cm　¥3,630／m

フェザーフォール・シフォン 
／ホワイト
幅145 cm　¥4,950／m

アニマルプリントジョーゼット
GEO.PRT/BLK.SAF 
幅 112cm   ¥5,060／m

アニマルプリントサテンシフォン
SACH02552/BLK.SAF
幅 112cm   ¥5,830／m

アマゾンフラワーシルクシフォン
CC-DAN173 
幅 130cm    ¥5,500／m

サンフラワーマルチシルクシフォン
CC-DAN174 
幅 135cm    ¥5,500／m
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スカーレット・チュール
( 残り僅か )
EMB.TUL07/RED.BLK
幅 130cm　¥11,990/m

L I M I T E D 
COLLECTIONチュール柄生地

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   ¥3,080／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   ¥3,080／ｍ

リトルアイビー 3D・チュール 
／ホワイト
CC-DAN170-ＷＨ 
幅 130cm   ¥10,780／m

ブライトローズ・チュール
CC-DAN171-RD 
幅 120cm   ¥11,990／m
￥3,597／1パターン単位（約30cm）

プリーツフリル・チュール 
／ホワイト
CC-DAN167-WH 
幅 130cm   ¥9,130／m

ハイビスカスフラワーネット
／ブラック
CC-CAP213BK
幅155cm　¥4.950／m

サンリッチブルーフラワー 
チュール
CC-DAN229/LAV
幅125cm　¥7,150／m

シルバーブーケチュール
CC-DAN226/SIL
幅133cm　¥7,150／m

ハイビスカスフラワーネット
／ホワイト
CC-CAP213WH
幅155cm　¥4.950／m

ローズカットフラワーチュール
／ピンク
CC-DAN230/PK
幅140cm　¥7,150／m

メアリーローズチュール
CC-DAN227/WH
幅125cm　¥7,150／m

3Dリトルフラワーチュール
／ブルーベル
CC-DAN225/BL
幅135cm　¥7,150／m

3Dリトルフラワーチュール
／アンティークピンク
CC-DAN225/AP
幅135cm　¥7,150／m

ローズカットフラワーチュール
／ジェイド
CC-DAN230/JD
幅140cm　¥7,150／m

ルイーゼフラワーチュール
CC-DAN228/LIL
幅125cm　¥7,150／m

プリーツフリル・チュール 
／ブラック
CC-DAN167-BK 
幅 130cm   ¥9,130／m

フラワーモコ 3D・チュール 
／ブラック
CC-DAN166-BK   
幅 135cm   ¥9,130／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   ¥7,040／m

ベルベット＆フロック柄生地L I M I T E D 
COLLECTION

L I M I T E D 
COLLECTION オーガンザ柄生地

L I M I T E D 
COLLECTION サテン柄生地

テニアフラワー・サテン
CC-DAN165 
幅 145cm   
¥5,445／1パターン単位（約110cm）

ポピーフラワーサテン  
／ブラック×レッド
CC-CAP179-BK
幅 145cm  　　　¥4,730／ｍ

ポピーフラワーサテン 
／ホワイト×レッド
CC-CAP179-WHI
幅 145cm   ¥4,730／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　¥3,850/m

アニマルプリント・オーガンザ
TWPRT01/BLK.SAF
幅 140cm   ¥4,125／m

リリーナ 3D フラワー・チュール
CC-DAN161   
幅 130cm   　  
¥1,617／パターン単位（15cm）

カルメンフローラルプリント 
オーガンザ
ORG.PRT14/BLK.WH
幅 135cm　¥3,850/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 掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。

スパンコールラメジャージー
／シルバー
CC-CAP214SL
幅 135cm  　　 ¥6,380／ｍ

スパンコールラメジャージー
／ブラック
CC-CAP214BK
幅 135cm   　　¥6,380／ｍ

スパンコールラメジャージー
／ゴールド
CC-CAP214GO
幅 135cm   　　¥6,380／ｍ

スパンコールラメジャージー
／パープル
CC-CAP214PR
幅 135cm   　　¥6,380／ｍ

スパンコールラメジャージー
／ブルー
CC-CAP214BL
幅 135cm   　　¥6,380／ｍ

ウェーブメタリックネット 
／ブルー×グリーン
CC-DAN206
幅 150cm   　¥4,180／ｍ

スパンコール付きジャージー 
／ブラック
CC-DAN193-BK
幅 160cm              ¥6,380／ｍ

ミニシークインジャージー 
／ブラック
SEQ.JER04/BK
幅 125cm    ¥9,680／ｍ

ミニシークインジャージー 
／ミッドナイトスカイ
SEQ.JER04/DMS
幅 125cm    ¥9,680／ｍ

メタリックジグザグジャージー 
／ブラック×シルバー
JER.MET01/BK.S
幅 140cm    ¥4,400／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   　　　¥4,180／ｍ

フィルメタリックネット／ブラウン
CC-DAN200-GO
幅 150cm   　　　¥4,180／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              ¥4,180／ｍ

メタリック柄生地 L I M I T E D 
COLLECTION

スパンコール付きメッシュ／シルバー
CC-DAN194-SL
幅 140cm  ¥5,280／ｍ

ルレックスアニマルジャージー
／ゴールド
JER.MET04/GOBK
幅 160cm   　　　　¥4,400／ｍ

ルレックスアニマルジャージー
／シルバー
JER.MET04/SIBK
幅 160cm  　　　   ¥4,400／ｍ

インターフェレンスラインジャージー
JER.MET03/SIBK
幅 150cm  　　　¥4,400／ｍ

NEW NEW NEW

SPECIAL  
MATERIALS

特別素材
メンズテーラー＆ズボン用素材

ベルベット・メタリック
スターライトコレクション

シェーディング・フィッシュネット
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

ランダムリボンネット 

ロッキーライクラ

サンバ 
ストレッチネット

ナローストライプストレッチ シアーストライプ・ライクラ

ダブルストライプ 
ライクラ 

ホワイト

ホワイトブラウン

ホワイト

ブラック

ホワイト

ホワイト

ホワイト

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

ホワイト

ホワイト

MF-LYCCS-WHI     
幅 150cm   ¥4,620／ｍ

MF-LYCJG-WHI     
幅 140cm   ¥4,620／ｍ

CC-CHST-col    幅 150cm   ¥4,950／ｍ

CC-MLST-col    幅 150cm   ¥4,730／ｍ

MF-LYCTW-WHI     
幅 140cm   ¥4,950／ｍ

CC-RNRBN-BK    
幅 120cm   ¥4,950／ｍ

MF-LYCRK-WHI    
幅 140cm   ¥4,620／ｍ

MF-STNSAMBA     
幅 140cm  ¥5,390／ｍ

NET.STP03/col    幅 150cm   ¥5,610／ｍ
BF-SHLY-col    幅 150cm   ¥4,950／ｍ
※ホワイトのみ訳あり商品のため￥990／m

BF-DBLY-WH    
幅 140cm   ¥4,950／ｍ

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

ネロ 
ストレッチギャバジン

LUX.WSTGAB/BLK
幅 140cm　¥4,620／m　

LUX.TRPGAB/BLK
幅 140cm　¥4,620／m　

MF-CAPPRE-BLK
幅 140cm　¥4,620／m　

MF-CAP207BK
幅 145cm　¥6,930／m　

フローストライプ
ストレッチギャバジン
LUX.TRPGAB/BLK
幅 140cm　¥5,060／m　

マルセーラ

MARCELLA   
140cm　¥5,720／m

メンズテーラー＆ズボン用素材 ベルベット

スムースベルベット

チェリーレッド

プラム

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 ベリーブリスフューシャ 
ピンク★

スペアミントエメラルド★

ライトゴールド★

シュガーピンク

フューシャ 
ピンク

ピンクフィズ ライトコバルトダークブルー★

フローレッド

ホットマゼンタ★

サフラン エレクトリック
ピンク

ライトターコイ
ズ★

アクア★

ホワイト

フローグリーン

オレンジサーモン

ダークパープル 
レイン

ジェイド★

VEL01042/col    幅 140cm    ¥5,390／m

ベルベットグロス

メタリックベルベットシマー★

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    ¥5,390／m

VEL.SHIM/col　幅 150cm　￥6,380／m

ミッドナイトスカイ★

ブラック

パープル

ホワイト

ブラック×シルバーピンク×シルバー ホワイト×シルバー

フォレスト
グリーン

ブルー 
パラダイス

ピーコック
ブルー
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

ベルベットナロ―ストレッチバーンアウト★
VEL.STP02/col　幅 150cm　￥4,290／m

メタリック
ムーンライト・シマーメッシュ ★  PM9405-01/col   幅 150cm　¥3,080／ｍ

ゴールド ブルーベリーシルバー

アンティークストレッチシマー
MET.SHN02/col    幅 145cm    ¥5,720／m

シルバー／ホワイト

ミッドナイトスカイ

ブラック

ダークグリーン

ダークワイン

ダークグレー

ベルベット

ブラック×ゴールド ブラック×シルバー

メタリックメッシュ
PM9380-03/col   幅 150cm    ¥2,398／m

レザー風ライトウェイトライクラ
STR02644/BLK　幅 150cm    ¥4,620／m

ブラック

ストレッチメタリックライクラ
STR02578/col    幅 140cm    ¥5,478／m

シルバー

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    ¥4,807／m

ライムエメラルド

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

トゥッティ 
フルッティ

パープル× 
ターコイズ

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

フューシャ 
ピンク

パープル

ターコイズダークブルー

ホワイト

コバルト

スリーク1WAYベルベット　
CC-DAN192-CB　幅 150cm    ¥5,390／ｍ

ベルベットストライプバーンアウト★
幅 140cm　￥6,380／m
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スターライトコレクション

ゴールド on ブラック アクアホログラム on  
ブラック

ブルー on  
ミッドナイトスカイ

ペトロル on ブラック
（グリーンピンクオーロラ）

ローズゴールド on  
カプチーノ

ブルー on ミッドナイトスカイ

ゴールド on ブラック

アクアホログラム on ブラック

ローズゴールド on  カプチーノ

シルバー on ブラック

シルバー on ブラックシルバーホログラム on ブラック

パープル on パープルレイン

シルバーホログラム on  
ブラック

パープル on  
パープルレイン

ペトロル on ブラック
（グリーンピンクオーロラ）

アクアホログラム on ブラック

ゴールド on ブラック

ペトロル on ブラック 
（グリーンピンクオーロラ）

レッド on レッド

シルバー on ブラックシルバーホログラム on ブラック

スターライト・ストレッチクレープ★

スターライト・ジョーゼット★

スターライト・ストレッチネット★

CREPE.STAR/col    幅 145cm    ¥7,040／m

GEO.STAR/col    幅 108cm    ¥5,280／m　＊受注発注となります。

FNET.STAR/col    幅 140cm    ¥7,480／m
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

GEO02492/col    幅 112cm    ¥5,060／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

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〜ジェイド

ブラック〜ベリーブリス

シェーディング
SACH02492/col    幅 112cm    ¥6,160／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

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〜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

※在庫状況によりロンドン店からお取り寄せの場合がございますのでお問い合わせください。

※在庫状況によりロンドン店からお取り寄せの場合がございますのでお問い合わせください。
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ホワイト ブラック

FSH.NET01/col    幅 150cm    ¥4,290／mラージフィッシュネット

フィッシュネット

スパンコール付きフィッシュネット
CC-DAN196-col     幅 130cm    ¥6,380／ｍ

レッド ホワイトフレッシュ

ブラック

ホワイトヌードブラック

FSH.NET02/col    幅 160cm    ¥5,478／m
アブストラクト・メタリックフィッシュネット

SML.FSH.NET/col　幅 110cm　¥3,025／m　ホールサイズ 5mm

ブラックホワイト

ニューファイン・フィッシュネット

フローイエローオレンジ

ローズピンク★

レース素材
LACE

ストレッチレース
リボンレース

モチーフレース
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ストレッチレース

SLF4009/col　幅 150cm　￥7,315／m

SLF4008/col　幅 150cm　￥7,315／m　＊花柄約10cm

アルカディア・ストレッチレース

ローズ・ストレッチレース

ブルーパラダイスレッド

スペアミント ホワイト ブラック

エレクトリックピンクフローレセントレッド

コバルト

トロピックライム

アクア

ベリーブリスレッド

ブルーベリー

シャンパン★

ホワイト

シュガーピンク

ヘマタイト

ブラック

SLF2004/col    幅 165cm     ¥7,128／m　＊花柄 約7cm

チェリーレッドプラム

ジェイド★ ブラック

アイスブルーミッドナイトスカイ

スペアミント

サングロー★

ブルーパラダイス

エメラルド

エレクトリックブルー★

ピンクトロピカーナ★  

ホワイト

エレクトリックピンク

ウルトラバイオレット★

ベリーブリス

フラワー・ストレッチレース

SLF2018/col    幅 140cm     ¥7,315／m　＊花柄 約7cmフローラルカスケード・ストレッチレース

レッド

パープルレイン

フローレセントレッドワイン

バタークリーム★

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

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

アクア★ ペパーミント★

ホットレッド

ブルージルコン★

ホワイト

ワイン

フォレストグリーン

サフラン

パープルレイン

ライラックドリーム

NEW

NEW

NEW

NEW

フューシャピンク

NEWNEW

サーモン シャンパン

NEW NEW

NEW

ピーコックブルー
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ライムシャーベット

SLF4008/col　幅 150cm　定価￥6,910／m→￥4,840／m(30％OFF)　＊花柄約10cmスワール・ストレッチレース★

ジェイド

サフラン

エレクトリックピンク

エレクトリックブルー

SLF4008/col　幅 150cm　定価￥7,320／m→￥5,120／m(30％OFF)　＊花柄約10cmギャラクティック・ストレッチレース★

スペアミントフローレセントレッド

ブルージルコン

ライラックドリーム

アイビー・ストレッチネット★
CRYCLO/STR-NET/col　幅 150cm　特価 ¥1,100／m

スイッシュ・ストレッチ レース★
CRYCLO/STR-LACE/SWISH/col　幅 140cm　
定価￥5,720／m→￥4,000／m(30％OFF)

ターコイズタンゴフレア

ストレッチレース

SLF4009/col　幅 150cm　定価￥6,500／m→￥4,540／m(30％OFF)

SLF4008/col　幅 150cm　定価￥5,720／m→￥4,000／m(30％OFF)　＊花柄約10cm

ジオメトリック・ストレッチレース★

バレンティナ・ストレッチレース★

サーモン

トロピックライム

ピンクフィズ ハワイブルー

フローグリーン

パープルレイン

ペパーミント

フローレセントレッド

エメラルド

パリスグリーンオレンジ

セリースサーモン

フローグリーン

マゼンタ

フレームレッド フューシャ

ホワイト ホワイト

44 45



掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

SLF4002/BLK    幅 135cm     ¥5,390／m
ジャングル・ストレッチレース バターカップ・ストレッチレース

SLF4003/BLK　幅 145cm    ¥6,820／m

ストレッチレース

トゥッティフルッティ

リボンレース
ZA-LF05082/col　幅　約14cm　￥718／1パターン※1m=8パターン　＊左・右タイプは別売りタマラ・リボンレース

チェリーレッド

ピンクフィズ シュガーピンク

フューシャピンク ピンク 
トロピカーナ

ベリーブリス

タンゴフレア サーモンフローレセント 
レッド

アクア フローグリーン

ゴールド

モデナ

クールアクア

カプチーノ

サフラン

ホットレッド

ジェイド

コーラルツイスト

コーラルツイスト

ターコイズ

アイスブルー

LR050684/col　幅 約12cm　￥718／1パターン※1m=8パターン　ルーシー・リボンレース

チェリーレッド

ブルー
パラダイス

ホットレッド

モデナ

タンゴフレア

ジェイド

サーモン

ターコイズ

クールアクア

ブルージルコン

パープルレイン

フローグリーン カプチーノ
幅 160cm     ¥5,720／m
レオパード・ストレッチレース

ブラック ブラック

フラメンコ ホワイト

ジョージア・リボンレース

チェリーレッド★

ウルトラバイオ
レット

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

パープルレイン★

ターコイズ

ピンク 
トロピカーナ

シルバー

エメラルド

シュガーピンク

オレンジ

LR06077/col　幅 約14cm　￥5,720/m

LR05099LH/col　幅 約8.5cm　￥5,720/mアナスタシア・リボンレース

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

リボンレース

ブルーベリー

トゥッティフルッティ

サフラン

トゥッティフルッティ

クールアクア バタークリーム

ミッドナイトスカイ 
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ビンテージ・リボンレース

ブルーパラダイス

ホットレッド タンゴフレア

ローズピンク

モデナ

オレンジ マンゴー

サフラン トゥッティ 
フルッティ

パープルレイン

ターコイズ

セリース

LR06078/col　幅 約6cm　￥3,608／mビクトリア・リボンレース

ターコイズブルーベル

ホットレッド

ベリーブリス サフラン

サングロー

ウルトラ 
バイオレット

ウルトラバイオレット

ホワイト

エレクトリック 
ピンク

エレクトリック 
ブルー

ZA-LF05098/col　幅 9.5cm　￥5,610/m    ＊左・右タイプは別売りサミラ・リボンレース

リボンレース
左  LR06001LH/col　 右  LR06001RH/col　幅 約14cm　￥5,720／m　＊左・右タイプは別売り

ゴールド ブラックシルバー

CR.RIB41/col    縦幅（最長部）約5cm    ¥2,860／mシルビー・リボンレース

ブラック

リボンレース

ゴールド ブラックシルバー

CR.RIB40/col    縦幅（最長部）約6.5cm    ¥2,365／ｍ　ソフィー・リボンレース

ゴールド ブラックシルバー

CR.RIB39/col    縦幅（最長部）約20.5cm   ¥2,860／ｍ  ※20cmからの販売となります。ティファニー・リボンレース

ロカイユブレード RL-CAP206/col    ￥770／m　ノンストレッチ 1m単位販売

CC-CAP180-col    幅 1cm   ¥990／ｍ　ノンストレッチ 1m単位販売スパンコールブレード

ゴールド ブラックシルバー

ゴールド シルバー

フローグリーン

モデナ

フローレセント
レッド
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CR.RIB45/col　幅：5cm　￥4,950／mマーシー・リボンレース ★

ゴールド ブラックシルバー

ブラック

ブラック

CR.RIB21/col    幅 約37cm    ¥4,290／m   1パターン単位（約15cm）

RL-DAN231/col    縦幅 約8.5cm　
¥1,980/m

RL-DAN233/col    花1つ 約2cm　¥1,100/m

イザベラ・リボンレース ★

ジーナローズフラワー・リボンレース ★

リトルスターフラワー・リボンレース ★

ホワイト

ホワイト

ホワイト ブラック ホワイト

CR.RIB17/col    幅 約16cm     ¥3,157／m　1パターン単位（約20cm）
ガーランドローズ・リボンレース ★

リボンレース

ホワイト

LR05100/WH   幅 約9cm  ¥5,610／m
スワール・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

CR.RIBJT01/col   幅 最長部 約5cm　¥3,850／m

マチルダフラワー・リボンレース ★
RL-DAN178-col　幅 約15cm　
¥3,157／ｍ   1モチーフ単位（約18cm）

ブラック

カルーナ・リボンレース ★
CR.RIB36/col　幅 約5〜6cm　¥2,200／ｍ

ホワイトブラック

ブラック

ハーパー・リボンレース ★CR.RIB29/col  

シルバーブラック ガンメタル

CR.RIB14/col    幅 10.5cm    ¥5,390／m　花1個（約11cm）
シエンナ・リボンレース ★

  幅 6cm   ¥3,157／m    花2個（約11cm）

ゴールド

ゴールド ホワイト

CR.RIB02/col    幅 10cm    ¥5,610／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 ★

リボンレース

ホワイト

LR05200/col    幅 11cm    ¥5,390／m
サンフラワー・リボンレース★

ブラック

 ¥4,290／m    1パターン単位（約15cm）
レベッカ・リボンレース ★　 CR.RIB22/col    幅 約37cm    

ブラック ホワイト

ラリアフラワー・リボンレース ★　RL-DAN179-col　幅 10cm　
¥2,640／ｍ   1モチーフ単位（約10cm）

ホワイトブラック

ブラック

フリンジ風・リボンレース ★
RIBBON.FRINGE/BLK　 
長さ 約16cm　¥2,530／m

CR.RIB08/BLK 幅 約5cm　
¥4,070／ｍ

ゴディバ・リボンレース ★
CRYCLO/LACE/GODIVA　幅 20cm
¥3,693／ｍ

ブラック

パルス・リボンレース  ★

ブラック

ブラック

CR.RIB16/BLK    幅 約20cm     
¥5,390／m

ハロ・リボンレース ★

ブラック

サフォラ・リボンレース ★
CR.RIB10/BLK   幅 約20cm   
¥5,610／m  1モチーフ単位（約20cm）

ホワイト

ドールフラワー・リボンレース ★

ブラック

RL-DAN177/col   幅 最長部 約5cm　¥2,640／m

ブラック

RL.DAN171/BLK   幅 約10.5cm   
¥2,640／m  1モチーフ単位（約10.5cm）

ジェミニフラワー・リボンレース ★

ブラックミア・リボンレース ★　
CR.RIB27/col　幅 6.5cm　¥1,859／ｍ   

ホワイトブラック
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モチーフレース

カプチーノ

ホットレッドチェリーレッド

バタークリーム

バタークリーム

ジェイド

シルバー

フローレセント
レッド

ブルーパラダイス

ヒーロー・モチーフレース★ LM06015/BLK　長さ 21.5cm　¥ 2,970／ペア

ベリーブリス ピンクトロピカーナ

シュガーピンク

ベリーブリス

フローレセント 
レッド

パープルレイン

ターコイズ

LM06031/col    サイズ 25 x 10cm    ¥2,728／ペアマドンナ・モチーフレース★

オレンジ

レッド

CR.RIB24/col    幅 約6cm     特価 ¥1,460／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

シャンパン フローグリーントロピックライム

パリスグリーン

ローズピンク

サファイヤ

ブラック ブラック ホワイト

3Dフラワーストレッチリボン★
幅 5cm　¥2,090／m

3Dピオニーフラワーリボン★
幅 4㎝　￥880／m

EMB.RIB06/col  幅 約12cm  ¥3,740／m

レッド／グリーン

エミリアフラワーエンブロイダリーリボンレース★

リボンレース

CR.RIB23/col    幅 約13cm   特価   ¥1,660／m
ブランブル・リボンレース  ★

サフラン フローグリーン ブルーベリー クールアクア スペアミント

LR05097/col    幅 約8cm    ¥5,610／m
シモーナ・リボンレース  ★

ブラック

EMB.RIB04/BLK   幅 7cm  ¥2,530／m

ネクサス・ レザー風
フラワーリボンレース★

ホワイトサーモン ブラック

バレンシア・リボンレース★
1 パターン ( 花 2 個分 ) 約５cm  ¥4,620/m

ビニールフリンジ★
CC-DAN195-BK 長さ 約20cm 
¥1,650／m 

ブラック

レッドホットマゼンタ ブロンズ

メタリックフラワーリボン★
1 パターン 約 8cm  特価 ¥1,100/m

ターコイズ

マンゴー

ターコイズ オーシャンブルー

52 53



掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

モチーフレース

モデナ

フローレセントレッド

ウルトラ 
バイオレット

ブラック

LM06030/col    長さ 17cm    ¥2,365／ペアエマ・モチーフレース★

タンゴフレア

ジェイド

エレクトリック
ブルー

ホットレッド

レッド

ジェイド パープル ゴールド

フリーダム・モチーフレース★

パープルレイン

モチーフレース

EM06054/col  長さ 23cm  ￥2,310／ペア LM06043/col  長さ 16㎝  ￥2,365／ペア
エレナフラワー・モチーフレース★ ナベイヤ・モチーフレース★

ホワイトブラック×ゴールド ブラックシルバーホワイト

LM06001/col    長さ 22cm     ¥3,157／ペア
ジャスミンナイト・モチーフレース★

ホワイト

ホワイトブラック

LM06004/col    長さ 27cm  
 ¥3,157／ペア

アンティーク・モチーフレース★

レッド オフホワイト

ゴールド

LM06034/col    長さ 43cm    ¥2,365／ペアペチュニア・モチーフレース★

ジェイド

ブラック

ブルーベリー

レッド

LM06033/col    長さ 30cm  ¥2,365／ペア
フェニックス・モチーフレース★

ブルーベリー ブラックレッド

アムールグラマー・モチーフレース★
LM06035/col    長さ 31cm     ¥2,365／ペア

ブラックレッド

LM06016/col    長さ 22cm     ¥2,530／ペア
アリア・モチーフレース★

シルバー

LM06012/col    ＊アイロン接着
長さ 18cm     ¥1,540／ペア

ハーモニー・モチーフレース★

ゴールド

LM06013/col    ＊アイロン接着
長さ 20cm     ¥2,475／ペア

ローヤル・モチーフレース★

ホワイトレッド

LM06018/col    長さ 16.5cm     ¥2,530／ペア
クイン・モチーフレース★

LM06007/col    長さ 27cm     ¥2,750／ペア

レッド

EM009/col    長さ 25cm    ¥1,540／個　＊アイロン接着
グラマー・エンブロイダーフラワーモチーフ★

ホワイト

ML-DAN180-col    幅 7cm   ※レッドは約4.5cm  ¥506／個
3Dローズ・フラワーモチーフ

ブラック ホワイト

＊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。

レッドブラック

カプチーノ

ホワイト
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モチーフレース

サッシーイエロー 〜  
サフラン

EM006/col    サイズ 27 x 14cm     ¥2,090／個
ポピー・エンブロイダリーフラワーモチーフ★

マルチレッド

チェリーレッド 〜  
パープル

サフラン 〜 オレンジ

EM007/col    サイズ 24  x 25cm     ¥2,090／個
インペリアル・エンブロイダリーフラワーモチーフ★

ピンク 〜 ホワイト

EM001/col    長さ 28cm     ¥1,375／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

EM06027/MULTI.RED   
サイズ 11.5 x 30.5cm  ¥1,980／個

フォーエバーフラワーモチーフ★

EM06038/col    長さ 15cm   ¥1,848／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

EM06037/col    幅最長部 30cm   ¥1,848／個
イズラ・エンブロイダリーフラワーモチーフ★

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    ¥2,530／個
クラッシー・エンブロイダリーフラワーモチーフ★

CC-CAP177-col    約23x9cm 
¥2,640／ペア

CC-CAP176-col   約42x13cm   
¥2,640／ペア

リンクル・モチーフレース ラップフラワー・モチーフレース

ゴールド ゴールドシルバー シルバー

EM06049/col    約29x9cm     
¥2,365／ペア

 ルシル・ペアレース★

シルバー

EM06047/col   長さ 27.5cm   
¥3,520／ペア

グレース・エンブロイダリー

オレンジ

ML-DAN181-col　長さ 37cm    ¥1,760／個　＊アイロン接着
プラム・フラワーモチーフ★

ホワイト ピンク

プレシオサ
ストーニング用品
アクセサリー

CRYSTAL
＆

ACCESARY

フラワーモチーフ  ★
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チェリーレッド プラム レッド 
（24cm）

アイスブルー バタークリーム オレンジ
（24cm/45cm）

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
（24cm/45cm）

シュガーピンク
（45cm）

シャンパン パープルレイン
（24cm/45cm）

ホット 
マゼンタ

ライラック 
ドリーム

（24cm/45cm）

ウルトラ 
バイオレット★

モデナ ミッドナイト 
スカイ

（24cm）

ブルーベリー 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★ジェイド★
（24cm/45cm）

アクア クールアクア スペアミント
（24cm/45cm）

フローレセント 
グリーン★

（24cm/45cm）

タン
（24cm/45cm）

カプチーノゴールド
（24cm/45cm）

サフラン サッシーイエロー
（24cm/45cm）

シルバー
（45cm）

ヘマタイトホワイト

コンシールファスナー

ブラック

エメラルド
（24cm/45cm）

コバルト

ヌード★

（VIVA12：ノン・ホットフィックス）   プレシオサ

ディープタンザナイト ¥6,402 ¥9,064
エメラルド ¥6,402 ¥9,064
エメラルドAB ¥7,546 ¥11,759
エリナイト ¥6,402 ¥9,064
フューシャ ¥6,402 ¥9,064
フューシャAB ¥7,546 ¥11,759
ガーネット ¥6,402 ¥9,064
ゴールドベリル ¥6,402 ¥9,064
グリーントルマリン ¥6,402 ¥9,064
ヒヤシンス ¥6,402 ¥9,064
ヒヤシンスAB ¥7,546 ¥11,759
インディアンピンク ¥6,402 ¥9,064
インディコライト ¥6,402 ¥9,064
ジェット ¥6,402 ¥9,064

クリスタル
￥7,150 ¥10,659 ¥4,400

ジェットAB ¥7,546 ¥11,759
クリスタルAB ジェットヘマタイト ¥7,546 ¥11,759
アプリコット ￥7,150 ￥10,659 ジェットシルバーフレア ¥7,546 ¥11,759
オーラム ジョンキル ￥6,402 ¥9,064
ブロンドフレア ライトアメジスト ￥6,402 ¥9,064
ブルーフレア ¥7,150 ￥10,659 ライトコロラドトパーズ ¥6,402 ¥9,064
カプリゴールド ¥7,150 ￥10,659 ライトコロラドトパーズAB ¥7,546 ¥11,759
ゴールデンハニー ¥7,150 ￥10,659 ライトピーチ ￥6,402 ¥9,064
ヘリオトロープ ¥7,150 ￥10,659 ライトローズ ￥6,402 ¥9,064
ハニー ¥7,150 ￥10,659 ライトローズAB ¥7,546 ¥11,759
ラブラドール ライトサファイヤ ￥6,402 ¥9,064
ラグーン ¥7,150 ￥10,659 ライトシャム ￥6,402 ¥9,064
ラヴァ ¥7,150 ￥10,659 ライトシャムAB ¥7,546 ¥11,759
モンテカルロ ¥7,150 ￥10,659 ライトトパーズ ￥6,402 ¥9,064
ナイトフォール ¥7,150 ￥10,659 モンタナ ¥6,402 ¥9,064
ピーコックグリーン ¥7,150 ￥10,659 パパラチア ¥6,402 ¥9,064
レッドフレーム ¥7,150 ￥10,659 ペールライラック ¥7,546 ¥11,759
サンライズ ¥7,150 ￥10,659 ペリドット ¥6,402 ¥9,064
ヴィトラルミディアム ¥7,150 ￥10,659 ペリドットAB ¥7,546 ¥11,759
ボルケーノ ¥7,150 ￥10,659 ローズ ¥6,402 ¥9,064
アレキサンドライト ¥6,402 ¥9,064 ローズAB ¥7,546 ¥11,759
アメジスト ¥6,402 ¥9,064 ルビー ¥6,402 ¥9,064
アメジストAB ¥7,546 ¥11,759 ルビーAB ¥7,546 ¥11,759
アクアボヘミカ ¥6,402 ¥9,064 サファイヤ ¥6,402 ¥9,064
アクアボヘミカAB ¥7,546 ¥11,759 サファイヤAB ¥7,546 ¥11,759
アクアマリン ¥6,402 ¥9,064 シャムロック ¥6,402 ¥9,064
アクアマリンAB ¥7,546 ¥11,759 シャム ¥6,402 ¥9,064
ブラックダイヤモンド ¥6,402 ¥9,064 シャムAB ¥7,546 ¥11,759
ブラックダイヤモンドAB ￥7,546 ¥11,759 スモークドトパーズ ¥6,402 ¥9,064
ブルージルコン ¥6,402 ¥9,064 サン ¥6,402 ¥9,064
ブルージルコンAB ¥7,546 ¥11,759 サンAB ¥7,546 ¥11,759
バーガンディ ¥6,402 ¥9,064 タンザナイト ¥6,402 ¥9,064
カプリブルー ¥6,402 ¥9,064 タンザナイトAB ¥7,546 ¥11,759
カプリブルーAB ¥7,546 ¥11,759 トパーズ ¥6,402 ¥9,064
クリソライト ¥6,402 ¥9,064 トパーズAB ¥7,546 ¥11,759
シトリン ¥6,402 ¥9,064 バイオレット ¥6,402 ¥9,064
シトリンAB ¥7,546 ¥11,759 バイオレットAB ¥7,546 ¥11,759
ダークインディゴ ¥7,546 ¥11,759 ホワイトオパール ¥6,402 ¥9,064
ディープシー ¥6,402 ¥9,064 ホワイトオパールAB ¥7,546 ¥11,759

SS16 SS20 SS30 SS16 SS20 SS30

＜縫い付け用ストーン＞

SS16 SS20 SS30

1パック＝1,440個入り 1パック＝288個入り

サイズ
（直径） 約4mm 約4.8mm 約6mm

ストーニング （ラインストーン貼り）

ビーズワックス
WAX　¥737／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
¥1,320／57ml
GLUE.CC.4/CRYSTAL
¥1,980／115ml

JEWEL.GLUE
¥3,630／250ml

ラインストーンピッカー
PICKER　¥1,595／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, ゴールド　
¥396／ペア

シルバー, ゴールド
¥286／ペア

シルバー
¥396／ペア

シルバー　¥374／個

アクセサリー

￥5,742 ¥8,261 ¥3,498

￥12,540 ￥18,865

フォレストグリーン

ZIP.24CM/col★　24cm　特価 ¥123／本
ZIP.45CM/col★　45cm　特価 ¥297／本 
ZIP.65CM/col　　65cm　¥649／本（全色有） 

¥7,150 ￥10,659

¥4,246

¥7,150 ￥10,659

<クリスタル>
12mm ￥143/個
18mm ￥242/個
28mm ¥330/個

<クリスタルAB>
12mm ￥170/個
18mm ￥291/個
28mm ¥396/個

<クリスタル>
10mm ￥71/個
12mm ￥99/個
14mm ¥159/個

<クリスタルAB>
10mm ￥99/個
12mm ￥132/個
14mm ¥209/個

円錐

涙型

トゥッティフルッ
ティ

トロピックライム
（24cm/45cm）

ピーコックブルー

NEW
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掲載価格は消費税を含む「内税表記」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。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

BFIL
¥715／ペア   ※在庫限り

2/3 ブラパッド ★

WPAD/FLESH
¥792／ペア

ワンダーパッド

AC-DAN182/FLESH
Mのみ　￥660／ペア

スーパーナチュラル・ブラカップ★

NEOBCUP.SIZE/FLESH
XLのみ　¥660／ペア

ネオクラシック・ブラカップ★

STRAP.ELA/FLESH　¥418／m
※1m単位販売

ストレッチストラップ フレッシュ - 1cm 幅

STRAP.ELA/TAN　¥418／m  
※1m単位販売

ストレッチストラップ タン - 1cm 幅

RIG8MM/col
8mm - ブラック、ホワイト　
￥264／m

リジリンボーニング

BCUP.SIZE/UP/TAN
タン　XS, S, M, L　¥1,309／ペア

リフトアップ・ブラカップ

BCUP.SIZE/UP/FLESH
フレッシュ　S, M　¥1,309／ペア

BCUP.SIZE/UP/BLK
ブラック　S, M　¥1,309／ペア

AC-EST18-FLE　¥440 ／ m
※1m単位販売

ストレッチストラップ 18mm 幅／フレッシュ

BCUP.SIZE/TAN
S, M, L, XL　¥1,100 ／ペア

ノーマル・ブラカップ - タン

10×13mm 
シルバー　¥132／ペア
ブラック　￥198／ペア　

ドレス用鍵ホック（大） 

9.5×7.6mm　
シルバー、ブラック　¥60／ペア 

ドレス用鍵ホック（小） ストッパー付

（片面／ブラック） 0.6cm 幅  440円／m
（片面／ブラック） 1cm幅  550円／m  
（片面／ブラック） 2cm幅  660円／m  
  ※1m単位販売

ストレッチベルベットリボン

フィッシングワイヤー（小）
（テグス18号）

FISH.SML
直径：0.7mm　238m巻　¥1,870／巻

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330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）　

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 713円 ／ 宮城・山形・福島 642円 ／ 
東京 642円 ／ 神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨 642円 ／ 新潟・長野 
642円 ／ 富山・石川・福井 642円 ／ 静岡・愛知・三重・岐阜 642円 ／ 大阪・京
都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 713円 ／ 岡山・広島・山口・鳥取・島根 896円 ／ 香
川・徳島・愛媛・高知 896円
最短翌々日配達可能地域　北海道 1,120円 ／ 福岡・佐賀・大分・長崎・熊
本・宮崎・鹿児島 1,120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 1,935円

佐川急便
最短翌々日配達可能地域　北海道 886円 ／ 岡山・広島・山口・鳥取・島根 805
円 ／ 香川・徳島・愛媛・高知 805円 ／ 福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児
島 886円

エコ配便　一律500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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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 CCJP-2022

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
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