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エスパンとそのメゾンが創り出す、 
エリート·コレクション。

 
今回のテーマは、自由な精神を謳歌する

東欧の民族のイメージから、
ボヘミアン·コレクションと名付けられました。

 
まるでイブニングの様な華やかさを

コンセプトとし、全て手刺繍で仕上げた
ビーズやモチーフなどのデコレーションが

特徴となっているこのラインは、
エスパンの真骨頂でもある自由かつ

クリエイティブなクラス感にフォーカスしたことで、
ダンスの枠を超え、よりイブニング性を高める

コレクションとなりました。
 

トータル ·ルックは勿論、
お手持ちのトップスやスカートにエリートの

アイテムを合わせるだけで、 パーティウェアにも。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
佇むそのシルエットからゴージャスに···

エスパンが貴女に贈る至高のコレクション。

エスパン・サルバーグ
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MORAVIA
モラヴィア·トップ 
スクエアネックのトップを、 
チュールとビーズで豪華に 
仕上げました。 
バークレー · ロングスカートと 
合わせてドレスの様に。

BARCLAY
バークレー 
ロングスカート 
黒とボルドーのチュールを
何層にも重ねたレイヤー
スカートと、一段毎に配された
ビーズ刺繍・・・
圧倒される美しさです。
とても軽く、どんなダンスにも
応えてくれます。

手袋：参考商品
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BOHMEN
ベーメン·トップ

ウエストをベルトで調節出来る、
フェミニンでボリューミィな

トップは、イブニングとしても。

LONG 
TRAIN

ロングトレーン·スカート
後ろに長く引くトレーンが

エレガントなイブニングスカート。
かさばらず、トップとの

組み合わせで変幻自在。
ベーシックとして

持っておきたい一着。

PALAZZO
パラッツォ･パンツ
エスパン·ファンに長く愛される
ベーシックなパンツは、
レッスンは勿論パーティにも。
スリムとフレアのバランスが 
絶妙です。

GOTYE
ゴティエ·トップ
スリムなシルエットの
ビーズのトップに、ホースヘアーを
モダンにあしらいました。
レッドのストーンが情熱的。
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AVARS
アヴァール·トップ
優雅なシルエットを描く
ドルマリン·トップは前後に
フラワーモチーフを配し、
ルドミラ· ショートスカートと
合わせれば、カクテルドレス
として着こなせます。

RODMILA
ルドミラ·ショートスカート
アヴァール ·トップと同じ
フラワーモチーフをドレープの
部分に施した、エスパンらしい
ペンシルスカート。

参考商品（モルデント・ベルト）
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BOHEME
ボエーム·レオタード
肩にあしらったブーケの様な

チュールとユニークな
フロントデザインのレオタード。

チュールのブーケに透けて見える
ボルドー色がアクセント。

SLAV
スラヴ·ロングスカート

クールなイメージの、チュールが
幾重にも重なったスカートは、

ボルドーが差し色で入った
大きな 3D フラワーとビーズで

イブニングの雰囲気に。

ベルト：参考商品
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DEN VER
デンバー·ロングスカート
ロム · ショートスカートの
ロングバージョン。
長くなってよりエレガントな
雰囲気に。ボルドーがかった
3D フラワーが大人可愛いムードを
醸し出します。

BABETTO
バベット·トップ
定番の七分丈トップ。
鎖骨を美しく見せボディの
美しさを際立たせます。

DIANA
ディアナ·ベルト

中央のストーンは
グリーンとレッドの 2 色展開。

貴女のお好みに合わせて。

LUMIR
ルミール·ベルト
大人気の
3D チュールベルトは
シックなボルドー
カラーで。

コーディネート例
バベット・トップ &
デンバー・ロングスカート &
ディアナ・ベルト（グリーン）
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ROM
ロム·ショートスカート

肌が綺麗に透けるネット、
厚さの違うプリーツのチュールに、

ボルドーの 3D フラワーと
ビーズでデコレーション

したスカート。

JOHANNA
ヨハナ·トップ

シャツカラーとボルドーの
3D フラワーが可愛らしさを、 

エレガントなスリーブが 
大人らしさを引き立てます。

コーディネート例
ヨハナ・トップ & 
ロングトレーン・スカート
ベルト：参考商品

コーディネート例
ヨハナ・トップ & 
ロム・ショートスカート&
ルミール・ベルト
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ANIQUE
アニーク·トップ

エスパンが創業から作り
続けているベーシックなトップ。
プラクティスウェアだけでなく、

ゴージャスなスカートなどと
合わせることでより一層

シンプルさが引き立ちます。

コーディネート例
アニーク・トップ & 
パラッツォ･パンツ &
ネックレス：参考商品

コーディネート例
アニーク・トップ & 

ロム・ショートスカート&
ベルト：参考商品
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ELT19-B01　ボエーム・レオタード　53,000 円（税別） ELT19-S01　ロム・ショートスカート　42,000 円（税別）

ELT19-L01　スラヴ・ロングスカート　63,000 円（税別）

ELT19-L03　バークレー・ロングスカート　78,000 円（税別）

ELTB-P01　パラッツォ･パンツ　 26,000 円（税別）

ELT19-T04　モラヴィア・トップ　46,000 円（税別）

ELTB-T01　アニーク・トップ　10,200 円（税別）

ELT19-T02　ベーメン・トップ　45,000 円（税別）

ELT19-T01　ヨハナ・トップ　45,000 円（税別） ELT19-S02　ルドミラ・ショートスカート　32,000 円（税別）

ELT19-L02　デンバー・ロングスカート　63,000 円（税別）

ELTB-L01　ロングトレーン・スカート　 26,000 円

ELT19-B01 
ルミール・ベルト
18,000 円（税別）

ELT19-B02 
ディアナ・ベルト 

（グリーン） 
22,000 円（税別）

ELT19-B03 
ディアナ・ベルト 

（レッド） 
22,000 円（税別）

ELT19-T05　アヴァール・トップ　39,000 円（税別）

ELTB-T02　バベット・トップ　12,000 円（税別）

ELT19-T03　ゴティエ・トップ　45,000 円（税別）
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お問い合わせ＆ご注文  クリスアンクローバー・東京店
TEL 03-6273-0280  FAX 03-6273-0288

〒 160-0011 東京都新宿区若葉 1-1-1 若葉大原ビル1F
E メール  tokyo@chrisanne-clover.com

ウェブサイト  http://ballroom.chrisanne-clover.jp

サイズ

XS
S
M
L

バスト

78-80
82-84
86-88
90-92

ウエスト

60-62
64-66
68-70
72-74

ヒップ

84-86
88-90
92-94
96-98

ボヘミアン・コレクション

カタログの一部または全部の無断転載はお断りいたします。商品・デザインの複製も法律で堅く禁止されています。

Design : Espen Salberg　Production : PT.CREA-CON　Model: PATRYCJA RANIS 
Copyright © 2019 PT.CREA-CON & Espen Salberg

● デザイン・素材によってサイズに若干の差異がございますので、着心地・フィット感でお選び下さい。   
● 表示価格は税抜きです。 ● 全ての掲載写真はイメージであり、実際の商品とは多少異なる場合がございます。  

● アクセサリーは参考商品です。 ● 商品の詳細はウェブにてご覧頂けます。
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