
エスパンサルバーグ・フォー・クリスアンクローバー・コレクション



Rome
ローマ・トップ
ES.RO.TOP　 BLK  
スマートで上品なボート
ネックはファン待望の形。
たっぷりとしたギャザー
に目線が集まり、胸か
ら腰へのラインも美しく
見せます。プラクティス
にもパーティにも使える、
万能なアイテムです。

Montreal
モントリオール
ボールルームスカート
ES.MT.SKT　 BLK

スマートなシェイプは身体にフィットし、
裾までのラインは身体を美しく引き立た
せるベストなシルエット。クリノリンでヘ
ムラインを演出したスカートは、動きに
力を与えます。

コーディネート例
シドニー・トップ ＋
モントリオール
ボールルームスカート

Sydney
シドニー・トップ
ES.SY.TOP　 BLK  FLR

クラシックでエレガントな
トップはどのスカート・パ
ンツにも合わせやすいデザ
イン。バックスタイルはと
てもシンプルで、生地が背
中をカバーしているのでと
ても安心。アシンメトリー
なネックラインに斜めの
ギャザーが華を添えます。

バック 
スタイル

フロー 
ラル

ブラック

1 2



Paris
パリ
ボールルームドレス
ES.PA.DRS　 BLK  
美しいボートネックの ディ
ティールと、大胆に開いた背
面。そこに配された揺れ動くカ
ラーがとてもマニッシュ。クリ
ノリンをあしらった裾のスカー
トも、ドラマティックな印象を
与えてくれます。 

バック 
スタイル

表紙掲載アイテム

London
ロンドン・ラテンドレス
ES.LN.DRS　 BLK

様々な動きに柔軟に対応する若々
しいラテンドレス。前後がブラウジ
ングになったデザインで、中にはタ
ンクトップ。サイドのリボンがアク
セント。アンダーパンツ付でストレ
スなく着こなせます。

3 4



Madrid
マドリッド
ボールルームドレス
ES.MD.DRS　 BLK

モダンクラシックなデザインな
がら、バックのリボンのデザイ
ンで愛らしさもプラス。見せる
隠すのバランスに絶妙な技が
光ります。

バック 
スタイル

Bali
バリ・ラテンスカート
ES.BA.SKT　 BLK

ヒップにはギャザーを施し、はぎ
を入れて前後の長さを変えたス
カートは上品かつキュート。丈
の長さも着やすく、人気のデザ
イン。

Shanghai
シャンハイ・トップ
ES.SH.TOP　 BLK

縦長のデザインは注目度満点。エレ
ガントなハイネックにはクルミボタン
を配し、斜めにカットされた背中の
スリットが、踊るたびに美しく上品な
バックラインを演出。

バック 
スタイル
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Venice
ベニス・トップ　　
ES.VN.TOP　 BLK

スタイリッシュなプラクティス
トップならこちら。バックのドレー
プの内側に、クロスになったイ
ンナーを配した二重構造で安心
して踊っていただけます。スカー
トやパンツにインしても、オー
バーブラウスにしても。二度楽し
める万能なトップ。

Moscow
モスクワ
ボールルームスカート
ES.MS.SKT　 BLK  
８枚パネルの裾をランダムな
長さにし、動きに自由を与え
ました。フロアでのダンスタ
イムをよりドラマティックに。

Miami
マイアミ・ラテンスカート
ES.MI.SKT　 BLK

踊るたびに揺れるフリルがこのスカー
トのポイント。フレキシブルに動くダ
ンサーのため、アンダーパンツがセッ
トイン。

Berlin
ベルリン・レオタード
ES.BL.LEO　 BLK  FLR

トレンドを追求した上品なプラ
クティスレオタード。背中のクロ
スデザイン、前はデコルテを美し
く見せるＶネック。脚を長く見せ
る胸下の切り替えが、エスパン
ならでは。

バック 
スタイル

ブラック

フロー 
ラル

フロント 
スタイル

フロント 
スタイル
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Tokyo
トーキョー
レオタード
ES.TK.LEO　 BLK  FLR

キャットウォークにインスピレー
ションを感じ生み出されたレオ
タード。ショルダーを大胆にカッ
トしたバックデザインが印象
的で注目を集めます。ボタン付
きのクラシックなハイネックに、
腕を長く見せるための指のホー
ルを施しました。

New York
ニューヨーク・ラテンドレス
ES.NY.DRS　 BLK

グラマーかつ気品溢れる個性的なラテンドレス。
ボートネックラインから背中に続くリボンは、腰の
部分で結べます。あしらわれた沢山のスリットが
情熱をそえる、見逃せないアイテムです。

コーディネート例
トウキョウ・レオタード ＋
モントリオール・
ボールルームスカート

バック 
スタイル

バック 
スタイル

フロー 
ラル

ブラック
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デザインや素材によってサイズに若干の差異がござ
います。着心地やフィット感でお選び下さい。／プリ
ントは、個々のアイテム毎に柄の出方が異なります。

サイズ 

サイズ バスト ウエスト ヒップ

	 S	 82	-	84	 64	-	66	 88	-	90	
	 M	 86	-	88	 68	-	70	 92	-	94
	 L	 90	-	92	 72	-	74	 96	-	98

ブラック フローラル

カラー

B L K F L R

エスパン・サルバーグ
ノルウェー初のラテン世界チャンピオ
ン。現在も数々の世界チャンピオンやフ
ァイナリストを始め、多くのダンサーを
指導しつつ、振 付家、各国大会の審査
員として活動中。また、エスパンサルバ
ーグデザイン、エスパンエリートコレク
ション 等 のダンスウェアコレクション
を手掛け、ハリウッド版 『SHALL WE 
DANCE?』の衣裳デザインを担当するな
どそのファッション・デザイナーとして
の才能を発揮するとともに、近年ではフ
ァッションブランド『フィルマート』がダ
ンサーのみならず、世界各国のセレブリ
ティから注目を集めている。

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。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。

プライスリスト 品番 アイテム カラー 税別価格 ページ

ES.PA.DRS/BLK	 パリ・ボールルームドレス	 ブラック	 78,000円	 P.3
ES.MD.DRS/BLK	 マドリッド・ボールルームドレス	 ブラック	 78,000円	 P.5

ES.LN.DRS/BLK	 ロンドン・ラテンドレス	 ブラック	 65,000円	 P.4
ES.NY.DRS/BLK	 ニューヨーク・ラテンドレス	 ブラック	 68,000円	 P.10

ES.RO.TOP/BLK	 ローマ・トップ	 ブラック	 32,000円	 P.1
ES.SY.TOP/BLK	 シドニー・トップ	 ブラック	 30,000円	 P.2
ES.SY.TOP/FLR	 シドニー・トップ	 フローラル	 30,000円	 P.2
ES.SH.TOP/BLK	 シャンハイ・トップ	 ブラック	 33,000円	 P.6
ES.VN.TOP/BLK	 ベニス・トップ	 ブラック	 32,000円	 P.7

ES.MT.SKT/BLK	 モントリオール・ボールルームスカート	 ブラック	 49,000円	 P.1
ES.MS.SKT/BLK	 モスクワ・ボールルームスカート	 ブラック	 49,000円	 P.7

ES.BA.SKT/BLK	 バリ・ラテンスカート	 ブラック	 43,000円	 P.6
ES.MI.SKT/BLK	 マイアミ・ラテンスカート	 ブラック	 36,000円	 P.8

ES.BL.LEO/BLK	 ベルリン・レオタード	 ブラック	 35,000円	 P.8
ES.BL.LEO/FLR	 ベルリン・レオタード	 フローラル	 35,000円	 P.8
ES.TK.LEO/BLK	 トーキョー・レオタード	 ブラック	 36,000円	 P.9
ES.TK.LEO/FLR	 トーキョー・レオタード	 フローラル	 36,000円	 P.9

エスパンサルバーグ・フォー
クリスアンクローバー・コレクション

ダンサー・コーチャーとしても尊敬を集める
ラグジュアリーファッションデザイナー 
エスパン・サルバーグと、生地・ドレスメイキングの
エキスパート「クリスアンクローバー」が
コラボレートした新しいダンスウェア、

「エスパンサルバーグ・フォー・クリスアンクローバー」

知識とノウハウを集結させ、快適な着心地と上品さを追求。
次へのステージを目指したダンサーの為のプラクティスウェア。
この未来のダンスファッションを身にまとってみませんか・・・。

ボールルームドレス

トップ

ラテンドレス

ボールルームスカート

ラテンスカート

レオタード

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://www.chrisanne-clover.jp


