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ORPHEUS
オルフェウス・トップ
ELT18-T04

ラ・スカラ・コレクションを象徴する
かの様な、ドラマティックなトップ。男
装の麗人を思わせるゴージャスなフリル、
両腕に配したギャザーが、力強さを演出
します。

RACINE
ラシーヌ・トップ
ELT18-T03

オフショルダーでロングスリーブ、
縦のラインを強調したガラスビー
ズの刺繍。袖と裾にフリルを施
した大人可愛いトップです。

OLYMPIA
オリンピア 

ロングスカート
ELT18-LSK02

まさにゴージャス。重量感のある
ビーズ & シフォン・ロングスカート。
回転と共に大きく広がるスカートは、
フロアで注目の的。

バックスタイル

バックスタイル
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孔雀 ( パヴォーネ ) を思わせる
ビーズパターンを前後左右、贅
沢に散りばめました。全てを
手刺しゅうで仕上げた艶やかな
トップです。

PAVONE
パヴォーネ・トップ

ELT18-T01

マーメイドラインが美しいシ
ルエットを描き出すスカート。
裾と切り替えの部分にオーガ
ンジーで作ったフリルを配し
ました。パネルの部分に薔
薇の刺しゅうのビーズを細工
し、よりアーティスティックな
スカートに仕上げました。

アンダンテ 
リボンベルト
 ELT-BT03

SINFONIA
シンフォニア 

ロングスカート
ELT18-LSK03
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BABETTO
バベット・トップ
ELTB-T02

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。

ANIQUE
アニーク・トップ
ELTB-T01

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。

流れるようなスリムシルエット
のラップ・スカートは、ビーズ
刺繍でクールに着こなして。

FIGARO 
フィガロ 

ショートスカート
ELT18-SSK02ダルセーニョ 

エラスティックベルト
 ELT18-BT01

リタルダント 
リボンベルト
 ELT18-BT04　

バックスタイル
76



CONCERTO
コンツェルト
レオタード
 ELT18-B02

コーディネート例
コンツェルト・レオタード
オリンピア・ロングスカート

ボリューミーな袖にサ
テンリボン・ビーズ等
を組み合わせました。
エスパンの真骨頂と
も言えるひときわゴー
ジャスなレオタードは
大人の貴婦人を思わ
せます。
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LONG TRAIN
ロングトレーン
スカート
ELTB-LSK01

ご要望が多かったしわになりづらいロング
スカートを作りました。組み合わせは変幻
自在。遠征先に一つ持っていくだけで重
宝します。（ダンス用ではなくイブニングの
スカートでございます。）

コーディネート例
オルフェウス・トップ
ロングトレーン・スカート

1110



ALLEGRO
アレグロ 
レオタード
ELT18-B01

レースが美しいイタリアン・カッ
トのコルセット形のレオタード
はパソやタンゴを踊るのに最
適なデザイン。たまにはこんな
斬新なレオタードで冒険するの
もいかがでしょうか？

SONATA
ソナタ
ショートスカート
ELT18-SSK01

フラワーデコレーションをのせ、
バレエのチュチュの様に可憐に仕
上げました。ボリュームを出した
スカートは、特別なデモンストレー
ションにもご着用いただけます。

モルデント 
エラスティック 

ベルト
ELT-BT02

コーディネート例
アニーク・トップ
ソナタ・ショートスカート

バックスタイル
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エスパンにしか出来ないデコ
レーションチュールとシフォン
で動きを出した袖、肩には大
粒のジェットビーズをあしらい
ました。

CANON
カノン・トップ

ELT18-T02

シフォンで覆ったフレアーな部
分が優しく踊ります。パヴォー
ネトップと同じデザインの美しい
刺しゅうを 4 個施しました。SELENIS

セレニス 
ロングスカート

ELT18-LSK01

ダルセーニョ 
エラスティックベルト
ELT18-BT01
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ミラノにあるクラシックの
殿堂「ラ・スカラ」。

美しいメロディーやドラマティックな
オペラの主人公たちから

インスピレーションを受け…。

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

■ ボディ
 ELT18-B01 アレグロ・レオタード 34,500 円
 ELT18-B02 コンツェルト・レオタード 54,000 円
■ トップ
 ELT18-T01 パヴォーネ・トップ 42,300 円
 ELT18-T02 カノン・トップ 37,500 円
 ELT18-T03 ラシーヌ・トップ 36,600 円
 ELT18-T04 オルフェウス・トップ 49,000 円
 ELTB-T01 アニーク・トップ 10,200 円
 ELTB-T02 バベット・トップ 12,000 円
■ ショートスカート
 ELT18-SSK01 ソナタ・ショートスカート 52,000 円
 ELT18-SSK02 フィガロ・ショートスカート 34,000 円
■ ロングスカート 
 ELT18-LSK01 セレニス・ロングスカート 55,000 円
 ELT18-LSK02 オリンピア・ロングスカート 70,000 円
 ELT18-LSK03 シンフォニア・ロングスカート 64,000 円
 ELTB-LSK01 ロングトレーン・スカート  26,000 円
■ ベルト
 ELT18-BT01 ダルセーニョ・エラスティックベルト  22,000 円
 ELT18-BT02 モルデント・エラスティックベルト  12,000 円
 ELT18-BT03 アンダンテ・リボンベルト  16,000 円
 ELT18-BT04 リタルダント・リボンベルト  22,500 円

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

品番	 アイテム	 価格（税別）

ラ・スカラ・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: Dayu
Copyright © 2018 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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