
      2020

D A N C E W E A R



Yasmine exudes sleek sophistication with a beautiful    
sweetheart bustline and panels running down the front 
and back. Dance in comfort with the stretch net top and ¾ 
sleeves, complete with a large keyhole opening to allow 
easy dressing. Available in Black.

Yasmine Ballroom Dress
ヤスミン ボールルームドレス
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック  45,000円（税別)

2 3



Lizzie Latin Dress
リジー ラテンドレス
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　40,000円（税別）
プラム　   43,000円（税別）4 5

A perfect rehearsals dress, Lizzie is an easy-to-wear                 
tunic shape with a wide neckline and ruched banded skirt.       
Comfortable and stylish! 
Available in Plum & Black.



A wonderfully elegant ballroom dress with a stretch net top 
layer creating a gorgeous layered look. The top layer is       
attached    both   sides,  plus   you  can  tie   it  yourself  for  the         
personal touch and perfect fit! 
Available in Plum & Black.
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Sienna Ballroom Dress
シエナ ボールルームドレス
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　45,000円（税別）
プラム　   48,000円（税別）



Aida Latin Dress
アイーダ ラテンドレス
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　40,000円（税別）

Latin turns sophisticated with Aida’s long lines and striking 
stretch net back. Full length sleeves and a dipped frill hem 
skirt combines with ruching to create the perfect silhouette. 
Available in Black.

Connie Top: A charming addition to your practice wear, the Connie 
top features stretch net detailing over the bust line and frill sleeves, 
the perfect accompaniment to trousers or a skirt. The keyhole back 
fastening means it’s easy to get on and off. Available in Black.

Cia Ballroom Skirt: A new take on the 4-panel Ballroom skirt        
design, Cia features an asymmetric panel. This effortlessly chic 
practice skirt will be a welcome addition to your dance wardrobe. 
Available in Plum & Black.

Cia Ballroom Skirt
シア ボールルームスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　36,000円（税別）
プラム　   39,000円（税別）

Connie Top
コニー トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　23,000円（税別）
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Wren Top
レン トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　23,000円（税別）

Wren Top: Support, structure and fluidity combine in this fantastically 
versatile top with a tight, strappy base layer and loose, net overlay - 
create the illusion of wearing two garments. Wren is finished off with a 
ruched waistband and cuffs. Available in Black.

Cia Ballroom Skirt: A new take on the 4-panel Ballroom skirt design, 
Cia features an asymmetric panel. This effortlessly chic practice skirt will 
be a welcome addition to your dance wardrobe. Available in Plum 
& Black.

Cia Ballroom Skirt
シア ボールルームスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　36,000円（税別）
プラム　   39,000円（税別）
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Jenna Top: Jenna is perfect for those who prefer a looser fit. The 
top blouses into an elasticated banded bottom and features   
pretty butterfly frill sleeves to add subtle movement when you 
dance. Can be worn tucked in or out. Available in Black & Plum.

Cia Ballroom Skirt: A new take on the 4-panel Ballroom skirt      
design, Cia features an asymmetric panel. This effortlessly chic 
practice skirt will be a welcome addition to your dance 
wardrobe. Available in Plum & Black.

Chloe Top: An exciting new halter neck wrap design makes Chloe 
a fantastic option for personalising your look! Tie it yourself for the 
perfect style and fit. A strapless bra will work well with this top, or 
bra cups if desired. Available in Black.

Temptress Practice Skirt: Your new go-to practice skirt! The front 
thigh-high split makes Temptress perfect for Ballroom, Smooth and 
Paso Doble. The 4-panel, wide waistband style ensures clean 
lines and plenty of volume for those stylised dances. Available in 
Plum & Black.

Cia Ballroom Skirt
シア ボールルームスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　36,000円（税別）
プラム　   39,000円（税別）

Jenna Top
ジェナ トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　23,000円（税別）
プラム　   24,000円（税別）

Chloe Top
クローイ ラップトップ
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　17,000円（税別）

Temptress Practice Skirt
テンプトレス スカート
※アメリカンスムース・パソドブレにも。
サイズ　XS　S　M　L　XL       
ブラック　36,000円（税別）
プラム　   39,000円（税別）
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Lana Latin Skirt
ラーナ ラテンスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　29,000円（税別)

Vogue Trousers: Our classic, sleek Vogue trousers feature a front 
and back pin-tuck to elongate those lines and add sophistication. 
The hem comes unfinished to aid customisation for a perfect fit. 
Complete with attached tie belt. Available in Plum & Black.
Shown here with Alyssa Top in Plum and Azalea Top in Black

Azalea Top
アゼリア トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　20,000円（税別）
プラム　   21,000円（税別）

Chloe Top
クローイ ラップトップ
サイズ　XS　S　M　L　XL
ブラック　17,000円（税別）

Vogue Trousers
ヴォーグ トラウザー
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　25,000円（税別）
プラム　   27,000円（税別）
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Azalea Top: A stunning top with full length sleeves and cold     
shoulder effect, plus a tear-drop shape both front and back. Pair 
this contemporary style with a skirt or trousers of your choice for a 
stylish silhouette. Available in Plum & Black.

Trixie Latin Skirt: Cleverly cut from one piece of fabric, the              
shorter length Trixie skirt is super-smooth and comfortable with 
added ruching and a central front frill to add extra pizazz to your 
practice! Available in Plum & Black.

Eternity Top: A best seller, Eternity is a wardrobe staple with ¾ 
sleeves and a slash neckline. Classically elegant, it can easily be 
paired with Ballroom and Latin skirt or trouser options. Available in 
Black & Plum
Seen here with Sicily Ballroom Skirt and Trixie Latin Skirt

Azalea Top
アゼリア トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　20,000円（税別）
プラム　   21,000円（税別）

Trixie Latin Skirt　
トリクシー ラテンスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　29,000円（税別）
プラム　   32,000円（税別）

Eternity Top
エタニティ トップ　
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　17,000円（税別）
プラム　   18,000円（税別）
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Alyssa Top
アリッサ トップ
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　19,000円（税別）
プラム　   20,000円（税別）

Sicily Ballroom Skirt
シシリー ボールルームスカート
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　39,000円（税別）

Sanctuary Trousers
サンクチュアリー トラウザー
サイズ　XS　S　M　L　XL         
ブラック　18,000円（税別）

Heavenly Wrap Top
ヘブンリー ラップトップ
サイズ　S/M　L/XL（2サイズ展開）
ブラック　17,000円（税別）
プラム　   18,000円（税別）



 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

ダンスウェアウェブサイト https://ballroom.chrisanne-clover.jp

CHRISANNE CLOVER DANCEWEAR
クリスアンクローバーダンスウェア 2020 コレクション

バスト

ウエスト

ヒップ

ボールルームスカート丈

テンプトレス・スカート丈

ボールルームドレス丈 (首～裾)

リジー・ラテンドレス丈 (首～裾)

アイーダ・ラテンドレス丈 (首～裾)

ラーナ・ラテンスカート丈

トリクシー・ラテンスカート丈

ヴォーグ･トラウザー丈 (股下･裾上げ前)

サンクチュアリー･トラウザー丈 (股下･裾上げ前)

76cm - 80cm

56cm - 60cm

86cm - 90cm

90cm

87cm

125cm

87cm

73cm

80cm - 84cm

60cm - 64cm

90cm - 94cm

90cm

87cm

125cm

87cm

73cm

84cm - 88cm

64cm - 68cm

94cm - 98cm

90cm

90cm

125cm

87cm

73cm

88cm - 92cm

68cm - 72cm

98cm - 102cm

90cm

90cm

125cm

87cm

73cm

92cm - 96cm

72cm - 76cm

102cm - 106cm

90cm

90cm

125cm

87cm

73cm

XS S M L XLサイズチャート

＊XＬサイズは受注生産になります。
＊収縮性のあるクレープ生地のため、上記サイズは目安です。

最短部 78cm/最長部 92cm

最短部 84cm/最長部  113cm

最短部 52cm/最長部  75cm

最短部 42cm/最長部  53cm


