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LACEY BALLROOM DRESS
レイシー・ボールルームドレス
T.LA.DRS.SIZE/BLK

BRONTE TOP
ブロンテ・トップ

T.BR.TOP.SIZE/BLK

コーディネート例
ブロンテ・トップ +
ゾーヤ・ボールルームスカート
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ESTELLE LEOTARD
エステール・レオタード

T.ST.LEO.SIZE/BLK

ELAINA TOP
イレーヌ・トップ
T.EL.TOP.SIZE/BLK

コーディネート例
イレーヌ・トップ +

ゾーヤ・ボールルームスカート

コーディネート例
エステール・レオタード +
テッサ・ボールルームスカート4 5



ALYSSA TOP
アリッサ・トップ
T.AL.TOP.SIZE/BLK

VIOLA LEOTARD
ビオラ・レオタード
T.VI.LEO.SIZE/BLK

ZENITH TROUSERS
ゼニス・トラウザー
T.ZN.TRS.SIZE/BLK

コーディネート例
ビオラ・レオタード +
ゾーヤ・ボールルームスカート コーディネート例

アリッサ・トップ + ゼニス・トラウザー6 7



EFFIE LEOTARD
エフィー・レオタード
T.EF.LEO.SIZE/BLK

ZOYA BALLROOM SKIRT
ゾーヤ・ボールルームスカート
T.ZO.SKT.SIZE/BLK

COSMIC LEOTARD
コズミック・レオタード
T.CS.LEO.SIZE/BLK

コーディネート例
エフィー・レオタード +
ゾーヤ・ボールルームスカート

コーディネート例
コズミック・レオタード +
ゾーヤ・ボールルームスカート
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ATHENA BALLROOM DRESS
アテナ・ボールルームドレス
T.AA.DRS.SIZE/BLK

BRYCE LEOTARD
ブライス・レオタード
T.BY.LEO.SIZE/BLK

TESSA BALLROOM SKIRT
テッサ・ボールルームスカート
T.TE.SKT.SIZE/BLK

コーディネート例
ブライス・レオタード+ゾーヤ・ボールルームスカート

コーディネート例
ブライス・レオタード + テッサ・ボールルームスカート10 11



DANCE IN STYLE, PRACTICE IN LUXURY…   Tania Kehlet is 
notorious for understanding the demand of high end  fashion, with 
the comfort and durability needed within the dance sport industry, 
and this collection is no exception.
 
With a keen focus on the female silhouette combined with frills, 
lace and style detailing, these beautifully elegant pieces add charm 
and grace to your every move, guaranteed to enhance your
confidence with style.
 
Made from exclusive CHRISANNE CLOVER fabrics this
ultra-modern, deluxe dancewear range is your answer to looking 
and feeling high class, while performing to your maximum
potential.
 
Be the best you can be!

アイテム	 商品コード　	 色　	 サイズ　	 価格（税別）

ブライス・レオタード	 T.BY.LEO.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥29,000
ビオラ・レオタード	 T.VI.LEO.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥28,000
エフィー・レオタード	 T.EF.LEO.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥25,000
エステール・レオタード	 T.ST.LEO.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥25,000
コズミック・レオタード	 T.CS.LEO.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥24,000
イレーヌ・トップ	 T.EL.TOP.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥28,000
アリッサ・トップ	 T.AL.TOP.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥22,000
ブロンテ・トップ	 T.BR.TOP.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥25,000
テッサ・ボールルームスカート	 T.TE.SKT.SIZE/BLK	 ブラック	 XS,	S,	M,	L	 ¥37,000
ゾーヤ・ボールルームスカート	 T.ZO.SKT.SIZE/BLK	 ブラック	 XS,	S,	M,	L	 ¥47,000
ゼニス・トラウザー	 T.ZN.TRS.SIZE/BLK	 ブラック	 S,	M,	L	 ¥31,000
アテナ・ボールルームドレス	 T.AA.DRS.SIZE/BLK	 ブラック	 XS,	S,	M,	L	 ¥55,000
レイシー・ボールルームドレス	 T.LA.DRS.SIZE/BLK	 ブラック	 XS,	S,	M,	L	 ¥58,000

サイズガイド XS S M L
バスト 76cm 80cm 84cm 88cm
ウエスト 57cm 61cm 64cm 68cm
ヒップ 86cm 90cm 93cm 98cm
ドレス	丈	** 90cm 94cm 94cm 94cm
スカート	丈 77cm 94cm 94cm 94cm
パンツ	丈	(股下、裾上げ無し) 82cm 82cm 82cm

クリスアンクローバー	東京店
〒160‐	0011	東京都新宿区若葉1‐1‐1	
若葉大原ビル1F　
TEL	03‐6273‐0280		FAX	03‐6273‐0288
Eメール		tokyo@chrisanne‐clover.com　
ウェブサイト		http://www.chrisanne‐clover.jp

*	上記サイズは目安です。	　**	ウエストから

クリスアンクローバー　タニア・キーヘルト 2017 コレクション

ダンス界が求めるファッション性
と着心地・耐久性のすべてを、極
限まで理 解することで生まれた 
『タニア・キーヘルト』インスパイ
アード・バイ・クリスアンクローバ
ー。女性の体のシルエットに鋭い
眼を向け、フリルとレースを組み合
わせた繊細なデザインが、あらゆ
るダンスムーブに美しさと魅力を
加え、あなたの自信をより高めま
す。クリスアンクローバー独自の生
地でつくられた、モダンでゴージャ
スな本コレクションは、あなたの
本当の実力を引き出すでしょう。

『ファッションは大空に、街に満ち溢れています。ファッションは、

考えや生き方、身の回りで起きていることを表現すべきもの。』 

ココ・シャネルのこの言葉は、私のダンスウェアのデザイン哲学を

的確に表しています。私のアイデアは、世界中を旅しながら、日々

のダンス界での生活からうまれます。音楽や動き、ファッション、そ

してこの世界の美しきものたちから...。昨年のコレクションの撮影

でローマに滞在中に沸いてきたインスピレーションから、今回のデ

ザインを始めました。１つ１つのアイテムが、特別な生地やトリミン

グを使って丁寧にデザインされ、私の小さな愛のかけらとも言える

でしょう。皆さんにも、このコレクションを私と同じくらい愛して頂

けることを祈っています。 

愛を込めて...

タニア・キーヘルト 


