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クリスマス限定ギフト
第2弾 全9種類 2018年10月19日（金）発売開始
第3弾 全16種類 2018年11月9日（金）発売開始
～遊び心に溢れるプレイフルでクリエイティブなクリスマスギフト～
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH（ラッシュ）は、2018年10月19日（金）よりクリスマス限定ギフト9種類、2018年11
月9日（金）より16種類を全国の店舗およびオンラインストアにて数量限定で発売いたします。今年のラッシュのクリ
スマスギフト全41種類が勢ぞろいしました。
今年のクリスマスはプレイフルで遊び心に溢れたアイテムがいっぱい。バスタイムが楽しくなる限定アイテムの
数々は、一つひとつラッシュのシェフ（作り手）によるハンドメイドの温もりで溢れています。特別なアイテムを包む
ギフトボックスにもラッシュならではのこだわりが。再生紙100%のラッピングペーパーやギフトボックス、ラッシュの
風呂敷KnotWrapに包まれたギフトは、受け取ったときの喜びだけでなくリユースをする楽しみももたらしてくれます。
また、日本で見つけたエシカルな素材として、イヌワシの生息環境再生に取り組む森の木を活用して作られた和紙
『イヌワシペーパー』を使用しているギフトも。また、世界各国で活躍するクリエイティブな人々とコラボレートし、クリ
エイティビティに溢れたギフトを提供しています。ギフトを選ぶ人も受け取る人も楽しいワクワクする気持ちとハンド
メイドの温かさに包まれるギフトシーズンに。

2018年10月19日（金）発売

シーズンズ グリーティング

ベスト ウィッシュズ

ギフト内容…パールドセル バスボム 190ｇ（バスボム）、シ
ンダーズ シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）

ギフト内容…黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、プ
ディーホリー バブルルーン 100ｇ(バブルバー)、シンダーズ
シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）

メリークリスマス！Merry Christmas！Joyeux Noël！どの言葉でクリ
スマスのお祝いを言う時も、この小さなギフトボックスを一緒に贈る
のを忘れないで！『パールドセル バスボム』は気品溢れる美の世界
を表現した限定バスボム。黄金色のシーソルトがクリスマス気分を
高めます。『シンダーズ シャワージェル』はフルーティーな中に香り
豊かなスパイシーさが加わったホットワインのような香りの限定シャ
ワージェル。スイートでスパイシーな香りのドレスをまとってバス
ルームの中でパーティーを催しましょう！

クリスマスは一年で街がもっとも陽気になる季節。それなのに、
ちょっぴり元気が無い時はこの3種類のバス＆シャワーアイテムを
セットにした限定ギフトでバスタイムを楽しんで！『黄金のセレブレイ
ト』は小さなギフトボックスの形をしたキュートなバスボム。クリスマ
スホーリーをあしらった『プディーホリー バブルルーン』はスイートな
香りのバブルバー。植物由来のバタークリームが乾燥した冬のお肌
を潤します。

¥2,080 (税込)

¥2,890 (税込)
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ヒュッゲ ホリディ
ギフト内容…パールドセル バスボム 190ｇ（バスボム）、
ヨッグノッグ ユールログ バブルバー 200ｇ（バブルバー）、
クリスマスプディング バスオイル 85ｇ（バスオイル）
寒い冬はお気に入りのパジャマを着て、大好きな人たちと過ごしま
しょう。この3種類の入浴料が入った限定ギフトがあればさらにハッ
ピーに。『ヨッグノッグ ユールログ バブルバー』はお肌のデザートの
ようなバブルバー。甘い香りに包まれながら泡風呂を楽しんで。クリ
スマスの食卓を飾る「プラムプディング」を思わせる『クリスマスプ
ディング バスオイル 』には、フェアトレードオーガニックカカオバター
をはじめとしたお肌をしっとり柔らかくする原材料がたっぷりと詰
まっています。パッケージにはイヌワシの生息環境再生に取り組む
森の木を活用して作られた和紙『イヌワシペーパー』を使用していま
す。

¥3,200 (税込)

スノー フェアリー

メリー クリスマス
ギフト内容…ラグジュアリー ラッシュプディング 200ｇ（バ
スボム）、黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、シュート
フォースターズ 200ｇ（バスボム）、ロード オブ ミスルール
200ｇ （バスボム）
クリスマスまでの時間は街も華やいで心が踊ります。4種類のバス
ボムがセットになったギフトボックスはそんな気分にぴったり。カラフ
ルなボックスはリユースが可能なので香り豊かなお風呂を楽しんだ
後は何を入れようか楽しみが膨らみます。『シュートフォースターズ』
は人気ソープ『みつばちマーチ』の香りのバスボム。お湯に放てばコ
バルトブルーに金色の星を散りばめた美しい光景が広がります。
「クリスマスがハッピーでありますように。」もう夜空の星に願わなく
ても、ハチミツの香りがする星たちがきっと願いを叶えてくれるはず。

¥3,780 (税込)

ゴールデン ワンダー

ギフト内容…フェアリーキャンディ ジェリーボム 180ｇ（ジェ
リーボム）、フェアリーキャンディ 100ｇ（シャワージェル）、
魔法の杖 100ｇ（バブルバー）、フェアリーキャンディ ボディ
コンデショナー 45ｇ（ボディコンディショナー）

ギフト内容…パールドセル バスボム 190ｇ （バスボム）、
黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、ヨッグノッグ ユー
ルログ バブルバー 200ｇ（バブルバー）、ゴールデンペアー
150ｇ（ソープ）

人気のシャワージェル『フェアリーキャンディ』の香りを心ゆくまで堪能
できるギフトセットです。4種類のバス＆シャワーアイテムが頭のてっ
ぺんからつま先まで大好きな香りを届けてくれます。星の形がキュー
トなバブルバー『魔法の杖』をお湯の中でクルクルと振ってみてくださ
い。綿菓子のような泡とピンク色がバスタブ一面に広がる夢の世界の
出来上がり。スイートなお湯に浸かった後は『フェアリーキャンディ ボ
ディコンディショナー』を肌になじませて軽く流してください。しっとり柔
らかなお肌と一緒にまるで魔法にかかったような素敵な気分を妖精た
ちがプレゼントしてくれます。

クリスマスには永遠の輝きを宿すゴールドの光を散りばめましょう。
ラメが煌めく4種類のバスアイテムをセレクトしました。『パールド
セル バスボム』は黄金色のシーソルトが美しいバスボム。可憐な
花を思わせる香りのカシスエキス、スキンバランスを健やかに整
えるローズアブソリュートに酔いしれて。ゴールドの洋ナシがクリ
スマス気分を高めるソープ『ゴールデンペア』で全身を洗えば洋ナ
シのピューレが艶やかなお肌に整えます。キラキラ輝く至福のク
リスマスがこのボックスを開ける人たちに待っていることでしょう。

¥4,350 (税込)

¥4,470 (税込)
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バン！

スターダスト

ギフト内容…ザ ワールズ スモーレスト ディスコ バスボム 200
ｇ（バスボム）、ホーリー ナイト バスボム 150ｇ（バスボ
ム）、ラグジュアリー ラッシュ プディング 200ｇ（バスボ
ム）、シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、フェア
リーキャンディ ジェリーボム 180ｇ（ジェリーボム）
新しい世界を旅するような、カラフルなバスタイムを自宅で楽しめる
ギフトセット。お風呂好きには見逃せない5種類もの入浴料を詰め込
みました。『ザ ワールズ スモーレスト ディスコ』はライムとグレープフ
ルーツのフレッシュな香り。『ホーリー ナイト バスボム』はローズとサ
ンダルウッドの落ち着いた香りでリラックス。『ラグジュアリー ラッ
シュプディング』は落ち着いたサイプレスがお肌を健やかに・・・。さぁ、
今夜はどの入浴料で楽しみますか？お目当ての入浴料を手に取っ
たら、5、4、3、2、1、Bang！と、バスタブで溶かしてみましょう。

¥4,560 (税込)

ギフト内容…チアリークリスマス バスボム 100ｇ（バスボム）、
魔法の杖 100ｇ（バブルバー）、スターライトスターブライト
100ｇ（バスオイル）、シューティングスターソープ ピンク
100ｇ（ソープ）、フェアリーキャンディ 100ｇ（シャワー
ジェル）、フェアリーキャンディ スパークルジャー 70ｇ（ボ
ディパウダー）
コレクターお待ちかねの星型のクリスマス限定ギフトボックス『 ス
ターダスト 』が6種類のバス＆ボディアイテムを詰め込んで今年も
登場。フルーティーな香りを醸し出す『チアリークリスマス』は雪の結
晶がキュートなクリスマス限定バスボム。シュワッと弾ける泡を楽し
んで。『スターライトスターブライト』は明るい香りを放つ流れ星型の
ソープ。フルーツピューレがお肌を健やかに整えます。ボディケアの
仕上げは綿菓子のような香りのボディパウダー『フェアリーキャン
ディ スパークルジャー』をお肌にまといましょう。バスタイムの後は
輝く星になった気分を存分に楽しんでください 。

¥6,300 (税込)

12デイズ オブ クリスマス
ギフト内容…フェアリーキャンディ 100ｇ（シャワージェル）、ゴールデンペアー 150ｇ
（ソープ）、黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、ノーティ エルフ バブルバー 130ｇ
（バブルバー）、プディーホリー バブルルーン 100ｇ（バブルバー）、シンダーズ シャ
ワージェル 110ｇ（シャワージェル）、ヨッグノッグ ユールログ バブルバー 200ｇ（バブ
ルバー）、スターライトスターブライト 100ｇ（バスオイル）、チアリークリスマス バス
ボム 100ｇ（バスボム）、バックスフィズ 50ｇ（ボディコンディショナー）、バターベア
75ｇ（バスボム）、シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）
クリスマスの12日前までに、心から愛する人へこのギフトボックスを贈りましょう！バスタイムも
シャワータイムも存分に楽しめる12種類の限定アイテムを詰めこみました。入浴料は香りも使い心
地もさまざまな8種類をイン。ボディソープは3種類をセレクト。香りを楽しみたい日はシャワージェ
ルを、すっきりと洗い上げたい日はソープをどうぞ。仕上げは華やぐクリスマスにぴったりな香りの
ボディコンディショナーで肌に潤いを閉じ込めましょう。大切な人がいまどんな気分であろうと、この
ギフトがあればきっとハッピーになるはず。この1年頑張った自分へのご褒美にも最適です。

¥11,300 (税込)
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2018年11月 9日（金）発売

ベリー クリスマス

ワンス アポン ア クリスマス

ギフト内容…ラグジュアリー ラッシュプディング 200ｇ（バ
スボム）

ギフト内容…ベリーサンタ ソープ 90ｇ（ソープ）、ワンス ア
ポン ア タイム 45ｇ（ボディローション）

クリスマス気分を高める大きなヒイラギの実をツリーの下か枕元の
靴下の中に忍ばせましょう。虹のようなカラフルな色がお湯を美しく
染めるクリスマス限定バスボム『ラグジュアリー ラッシュプディング』
をセットにしたプチサイズのギフトです。家族でも、友達でも、フルー
ティーなカシスと優しいベルガモットの香りに包まれるバスタイムは
きっと気に入ってくれるはず。 ペットボトルからリサイクルして作ら
れた繰り返し使えるKnot Wrapが、幸せなクリスマスの思い出を
ずっと長く楽しませてくれます。

冬は夢と現実の世界が交差するシーズンなのかもしれません。温か
みのある色彩のKnot Wrap(風呂敷)で包んだソープとボディローショ
ンをセットにした限定ギフトです。お茶目なサンタクロースの姿をした
『ベリーサンタ ソープ』はお肌のデザート。オリバナムオイルとピーチ
カーネルオイルがお肌を健やかに整えます。『ワンス アポン ア タイ
ム』は冬の乾燥した空気に負けない保湿効果抜群の限定ボディロー
ション。グレープフルーツオイル、シチリアンレモンオイルの香りとと
もに潤いのあるお肌が手に入ります。

¥1,400 (税込)

¥2,300 (税込)

ファイアーワークス

サム ライク イット ホット

ギフト内容…インターギャラクティック 200ｇ（バスボム）、
シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、ラグジュアリー
ラッシュプディング 200ｇ（バスボム）

ギフト内容… スクラブ スクラブ スクラブ 75ｇ（シャワー
スクラブ）、えんソープ 100ｇ（ソープ）、シンダーズ
シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）

花火のように明るく華やかなお友達に贈るならこのギフトを！豊か
な色と香りの3種類のバスボムをセットにしました。『インターギャラ
クティック』は肌をすっきり爽快にするペパーミントの香り。未知の空
間へロケットで飛び立つように気分もGO！『シュートフォースター
ズ』は人気のソープ『みつばちマーチ』の香りの限定バスボム。コバ
ルトブルーのお湯を楽しんで。『ラグジュアリー ラッシュプディング』
はベルガモットオイルとカシスエキスがお肌を健やかに整えます。

冬がこんなに寒いなんて…！気分だけでもホットになりたい人に
最適なギフトセットです。『えんソープ』は、オリエンタルな香りを
漂わせるソープ。様々な表情を持つ奥深い香りのシャワータイ
ムが、すっきりとした1日の始まりをサポートします。『シンダーズ
シャワージェル』はフルーティーな中に香り豊かなスパイシーさ
が加わったホットワインのような香りのシャワージェル。海塩や
炭のスクラブでお肌をなめらかに整える『スクラブ スクラブ スク
ラブ』でクリスマスに向けてお肌を磨き上げて。

¥2,770 (税込)

¥2,890 (税込)
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ジョイフル

ワイルド シングス

ギフト内容…ロード オブ ミスルール シャワークリーム 100ｇ
（シャワークリーム）、アイスズホーグルス ソープ 100ｇ
（ソープ）、クリスティングル 50ｇ（ボディコンディショ
ナー）

ギフト内容…ノーティー エルフ バブルバー 130ｇ（バブル
バー）、ベリー サンタ ソープ 90ｇ（ソープ）、ガーディア
ン オブ フォレスト 165ｇ（バスボム）、バターベア シャワー
ジェリー 60ｇ（シャワージェリー）

クールでミステリアスな3種類のバス＆シャワーアイテムをセレクト。
『ロード オブ ミスルール』はパチョリとブラックペッパーのスパイシー
な香りが神秘的なシャワークリーム。『クリスティングル』は保湿効
果抜群のボディコンディショナー。グレープフルーツとメントールの
香りを満喫してシャワータイムを終えたら、いざクリスマスパー
ティーへ！いつものギフトとはちょっぴり違う、新感覚の喜びの体験
を贈りましょう。

不思議な森を旅すると、動物たちがあなたのガイドになって素敵な
場所に案内してくれます。クリスマスらしい4種類のバスアイテムを
入れたボックスをKnot Wrap(風呂敷)で包みました。『ガーディアン
オブ フォレスト』は深く清々しい香りを放つバスボム。青々とした
木々の香りが穏やかなバスタイムを演出します。陽気なエルフのバ
ブルバー『ノーティー エルフ バブルバー』はマンゴーリーフエキスと
プチグレンオイルがお肌を健やかに整えます。

¥3,100 (税込)

チェック イット アウト

¥4,220 (税込)

スノー グローブ

ギフト内容…シンダーズ シャワージェル 110ｇ（シャワージェ
ル）、クリスティングル 45ｇ（ボディコンディショナー）、
クリスマスシトラス 90ｇ（ソープ）、Dirtyスプリングウォッ
シュ 100ｇ（シャワージェル）、スクラブ スクラブ スクラブ
75ｇ（シャワースクラブ）

ギフト内容…ベイクド アラスカ100ｇ（ソープ）、スターラ
イトスターブライト 100ｇ（バスオイル）、バターベア 75ｇ
（バスボム）、ジンジャーマン スパークルジャー 80ｇ（ボ
ディパウダー）、スノーフレーク スピナー 100ｇ（バブル
バー）

他の人とはひと味違ったクリスマスギフトをお探しなら、このギフトで
決まり！5種類のシャワーアイテムをチェック柄のKnot Wrap(風呂
敷)で包みました。冬の夜空を映し出したような漆黒のボディスクラブ
『スクラブ スクラブ スクラブ』で古い角質を除去。真っ白な雪の冷た
さを思わせるボディコンディショナー『クリスティングル』で火照った体
をクールダウンすればオーガニックカカオバターがお肌を乾燥から
守ります。このギフトがあれば全身のお手入れは完璧。

クリスマス気分を盛り上げるスノードームの形をした限定ギフトです。
ちょっと気が進まない冬のバスタイムでも、香り豊かな入浴料があ
ればへっちゃら。甘いクマさんのバスボム『バターベア』が溶けて泡
立つとイランイランのエキゾチックな香りがバスルームいっぱいに
広がります。『スノーフレーク スピナー 』は繰り返し使うことができ
るリユーザブルタイプのバブルバー。この5種類のバス＆ボディケ
アアイテムがあれば、ハッピーエンドの夢のような物語が現実にな
るかもしれません。中身を使い終わったら、Knot Wrap（風呂敷）を
ヘアアクセサリーやエコバックに変身させて楽しんで！

¥5,100 (税込)

¥5,500 (税込)
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イッツ クリスマス ディア

ジョリー ホリデー
ギフト内容…ノーティー エルフ バブルバー 130ｇ（バブル
バー）、サンタ ボム ボム 420ｇ（バスボム）、ホーリー ナ
イト バスボム 150ｇ（バスボム）、ザ ワールズ スモーレス
ト ディスコ バスボム 200ｇ（バスボム）、サンタズベリー
85ｇ（シャワージェリー）
クリスマスシーズンを最高に楽しい気分で過ごしてほしい人が思
い浮かんだら、このギフトをプレゼントしましょう。クリスマスのワ
クワクを盛り上げるギフト缶の中の5種類のバス＆シャワーアイ
テムを見たら誰もが笑顔になるはず。ユニークなサンタのバスボ
ム『サンタ ボム ボム』といたずらなエルフのバブルバー『ノー
ティー エルフ バブルバー』はクリスマス気分を高めてくれるバス
アイテム。ライムとグレープフルーツのフレッシュな香りのバスボ
ム『ザ ワールズ スモーレスト ディスコ バスボム』をバスタブに放
てばあなたのバスルームは世界一小さなディスコに早変わり！

ギフト内容…ザ ノース ポーラー ベア ソープ 155ｇ（ソープ）、
パールドセル バスボム 190ｇ（バスボム）、プディーホリー
バブルルーン 100ｇ（バブルバー）、シンダーズ シャワージェ
ル 110ｇ（シャワージェル）、バックスフィズ 50ｇ（ボディコ
ンディショナー）、ワンス アポン ア タイム 50ｇ（ボディロー
ション）、シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、キャ
ンディケーン バブルバー 80ｇ（バブルバー）
あなたの大切な人へ。クリスマスディアが描かれたハートウォーミン
グなギフト缶にはバス＆ボディケアアイテムが8種類もイン。入浴料
はキャンディのようにスイートな香りのバブルバーや果実や花々の
可憐な香りがするバスボムにスパイシーな香りのシャワージェル。フ
ローラルの香りのソープはその日の気分や肌の状態に合わせてチョ
イスして。シュワッと弾ける泡や豊かな香りに喜ぶあの人の顔が浮か
んで、贈り主のあなたの方が先に幸せになってしまうかもしれません。

¥7,200 (税込)

¥5,780 (税込)

クリスマス バスタイム フェイバリット
ギフト内容…シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、ラグジュアリー ラッシュ プ
ディング 200ｇ（バスボム）、黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、チアリークリス
マス バスボム 100ｇ（バスボム）、フェアリーキャンディ ジェリーボム 180ｇ（ジェ
リーボム）、ホーリー ナイト バスボム 150ｇ（バスボム）、バターベア 75ｇ（バスボ
ム）、パールドセル バスボム 190ｇ（バスボム）、ロード オブ ミスルール 200ｇ（バス
ボム）
凍えるほど寒い夜には、熱いお風呂に入るのが何よりも幸せ。クリスマスカラーの華やかな八角
形のボックスの中には、今の時期にしか手に入らない9種類の入浴料がイン。このギフトさえあれ
ば、冬のバスタイムがもっと喜びで溢れること間違いなし！クリスマスケーキのような甘い香りや
シトラスカクテルをイメージした華やいだ香りなど、その日の気分でバスタイムのパートナーを選
んでください。ボックスの中から次から次へと飛び出してくる入浴料たちがもたらす豊かな香りと
楽しいサプライズは、大切なあの人の迷いや悩みを洗い流し、心地良いクリスマスのバスタイム
をプレゼントしてくれるでしょう。

¥7,700 (税込)
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ミート ミー アンダー ザ ミッスルトー
ギフト内容…ホリー ベリー マッサージバー 65ｇ（マッサージ
バー）、ゴールデンペアー 150ｇ（ソープ）、チャリティポッ
ト 45ｇ（ハンド＆ボディローション）、ローズジャム シャワー
ジェル SP 100ｇ（シャワージェル）、ベリーフィズ リップス
クラブ 20ｇ（リップスクラブ）、ベリー サンタ ソープ 90ｇ
（ソープ）、スリーピー シャワージェル 110ｇ（シャワージェ
ル）、ピンクミント フットローション 45ｇ（フットローショ
ン）、シルキーアンダーウェア 60ｇ（ボディパウダー）、マ
ジック クリスタルズ シャワースクラブ 75ｇ（シャワースクラ
ブ）、バックスフィズ 45ｇ（ボディコンディショナー）、シュ
ガープラム フェアリー ボディスクラブ 85ｇ（ボディスクラ
ブ）
クリスマスの夜、ヤドリギの下に誘いたいのは誰ですか？花束の代
わりに、このギフトを愛する人へ贈りましょう。今しか手に入らない数
量限定アイテムとラッシュの人気定番アイテムを織り交ぜた12種類を
セレクトしました。お肌のゴワゴワ感が気になる時はボディスクラブで
スペシャルケアを。ボディケアの仕上げには保湿ケアも万全に。足元
の乾燥が気になる時にはフットローションをプラスします。ボディパウ
ダーはお出掛け前に纏うだけでなく、ボディローションやマッサージ
バーでお肌のベタつきが気になる時にも便利なアイテムです。リップ
スクラブでつややかな唇を入れたら、ヤドリギの下でキスを待つ準備
は完璧！

¥12,000 (税込)

イントゥ ザ ウッズ
ギフト内容…サンタズベリー 85ｇ（シャワージェリー）、シン
ダーズ シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）、スリーピー
シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）、ベリー サンタ ソー
プ 90ｇ（ソープ）、シトラス ソープ 100ｇ（ソープ）、ワン
ス アポン ア タイム 45ｇ（ボディローション）、クリスマスプ
ディング バスオイル 85ｇ（バスオイル）、シュートフォース
ターズ 200ｇ（バスボム）、ラグジュアリー ラッシュ プディン
グ 200ｇ（バスボム）、プディーホリー バブルルーン 100ｇ
（バブルバー）、バターベア 75ｇ（バスボム）、ジンジャーマ
ン スパークルジャー 80ｇ（ボディパウダー）、ノーティ エル
フ バブルバー 130ｇ（バブルバー）、クリスティングル 45ｇ
（ボディコンディショナー）、ガーディアン オブ フォレスト
165ｇ（バスボム）
うっそうとした森に近づいてみて。何が見える？おとぎ話に出てくるお
姫様と王子様？魔女やオオカミ？いえいえ、森には豊かな自然の恵
みが溢れていて、15種類のボディケアアイテムに姿を変え、あなた
のお肌に素晴らしいギフトを授けてくれます。夜のボディケアのス
タートにふさわしい入浴料は7種類。スイートなハチミツの香りが楽し
めるものやベルガモットオイルとジューシーなカシスエキスがお肌を
健やかにするもの、優しいペールグリーンのお湯が目にも楽しいも
のなど、香りも使い心地も選りどり見どり。その他にもスペシャルな
ボディケアアイテムが揃ったのだから、誰もが喜んでくれるクリスマス
プレゼントになることをお約束します。

¥14,500 (税込)

ドリームスケープ
ギフト内容…黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、ぐるぐるブランケット 100ｇ
（バブルバー）、シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、ホーリー ナイト バス
ボム 150ｇ（バスボム）、チアリークリスマス バスボム 100ｇ（バスボム）、クリスマ
スプディング バスオイル 85ｇ（バスオイル）、キャンディマウンテン ユールログ バブ
ルバー 100ｇ（バブルバー）、魔法の杖 100ｇ（バブルバー）、スノーフレーク スピ
ナー 100ｇ（バブルバー）、スターライトスターブライト 100ｇ（バスオイル）、ラグ
ジュアリー ラッシュ プディング 200ｇ（バスボム）、バターベア 75ｇ（バスボム）、
フェアリーキャンディ ジェリーボム 180ｇ（ジェリーボム）、アイム フォーエバー ブ
ローイング バブルズ 100ｇ（バブルバー）、トワイライトムーン 200ｇ（バスボム）、
インターギャラクティック 200ｇ（バスボム）
聖なる夜には、心に広がる世界を旅してみませんか？16種類もの入浴料をセットにした美しい
ギフト缶があなたを夢の旅へと誘います。シュワッと弾ける泡と豊かな香りがお好きならバスボ
ムを。自宅にいながら泡風呂を満喫したいならバブルバーを。それとも濃厚なバターがお湯に
溶け出しお肌をしっとり柔らかにするスキンケア感覚のミルキーバスがお望みならバスオイル
を。それぞれに異なる香りや色彩が楽しめるので毎日使っても半月は幸せなバスタイムが過ご
せます。クリスマスパーティーで大好きな仲間とシェアしても素敵！

¥15,000 (税込)
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ワンダフル クリスマス タイム
ギフト内容…フェアリーキャンディ ジェリーボム 180ｇ（ジェ
リーボム）、トワイライトムーン 200ｇ（バスボム）、パール
ドセル バスボム 190ｇ（バスボム）、シュートフォースターズ
200ｇ（バスボム）、ノーティー エルフ バブルバー 130ｇ（バ
ブルバー）、ロウィーナバード スパークル ネイキッド ボディ
コンディショナー 115ｇ（ソリッド ボディコンディショナー）、
スリーピー シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）、フェア
リーキャンディ 100ｇ（シャワージェル）、フェアリーキャン
ディ ボディコンディショナー 45ｇ（ボディコンディショ
ナー）、トワイライトムーン ボディローション 50ｇ（ボディ
ローション）、クリスマスプディング バスオイル 85ｇ（バス
オイル）、シュガープラム フェアリー ボディスクラブ 85ｇ
（ボディスクラブ）、シューティング スター ソープ ピンク
100ｇ（ソープ）、ベリー サンタ ソープ 90ｇ（ソープ）、プ
ディーホリー バブルルーン 100ｇ（バブルバー）、チアリーク
リスマス バスボム 100ｇ（バスボム）、ジンジャーマン スパー
クルジャー 80ｇ（ボディパウダー）、キャンディマウンテン
ユールログ バブルバー 100ｇ（バブルバー）、ベリーフィズ
リップスクラブ 20ｇ（リップクラブ）、マジック クリスタル
ズ シャワースクラブ 75ｇ（シャワースクラブ）、ホリー ベ
リー マッサージバー 65ｇ（マッサージバー）、魔法の杖 100ｇ
（バブルバー）、バターベア 75ｇ（バスボム）、スターライト
スターブライト 100ｇ（バスオイル）
クリスマスを迎える特別な気持ちに喜びを添えるギフトです。クリスマ
スらしく、シンプルでトラディショナルなギフトボックスに見えますか？
包みを開けてみてください。バスタイム、シャワータイム、ボディケア
タイムを、この上ないひとときに変える24種類ものアイテムがボックス
の中にセレクションされています。頭のてっぺんからつま先まで、全
身でラッシュのクリスマスを堪能してください！1年に1度のクリスマス
を素晴らしい時にしてくれる『ワンダフル クリスマス タイム』は、まる
で魔法の箱。中身を使い終わった後もボックスをリユースして、この
クリスマスに味わった幸せな魔法の余韻に浸りましょう。

¥23,400 (税込)

■クリスマスギフトラインアップはコチラ
https://jn.lush.com/products/christmas-gifts

ワーオ
ギフト内容…ザ ワールズ スモーレスト ディスコ バスボム 200
ｇ（バスボム）、シュートフォースターズ 200ｇ（バスボム）、
ラグジュアリー ラッシュ プディング 200ｇ（バスボム）、黄金
のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、チアリークリスマス バス
ボム 100ｇ（バスボム）、ホーリー ナイト バスボム 150ｇ（バ
スボム）、バターベア 75ｇ（バスボム）、パールドセル バス
ボム 190ｇ（バスボム）、フェアリーキャンディ ジェリーボム
180ｇ（ジェリーボム）、ノーティー エルフ バブルバー 130ｇ
（バブルバー）、プディーホリー バブルルーン 100ｇ（バブル
バー）、キャンディマウンテン ユールログ バブルバー 100ｇ
（バブルバー）、ヨッグノッグ ユールログ バブルバー 200ｇ
（バブルバー）、魔法の杖 100ｇ（バブルバー）、キャンディ
ケーン バブルバー 80ｇ（バブルバー）、スノーフレーク スピ
ナー 100ｇ（バブルバー）、スターライトスターブライト 100
ｇ（バスオイル）、クリスマスプディング バスオイル 85ｇ
（バスオイル）、ゴールデンペアー 150ｇ（ソープ）、シュー
ティングスター ソープ ピンク 100ｇ（ソープ）、ベイクド ア
ラスカ 100ｇ（ソープ）、フェアリーキャンディ コールドプレ
ス 100ｇ（ソープ）、アイスズ ホーグルス ソープ 100ｇ（ソー
プ）、メリー ベリー ソープ 125ｇ（ソープ）、ベリー サンタ
ソープ 90ｇ（ソープ）、クリスマス シトラス 90ｇ（ソープ）、
シトラス ソープ 100ｇ（ソープ）、ザ ノース ポーラー ベア
ソープ 155ｇ（ソープ）、クリスティングル 45ｇ（ボディコン
ディショナー）、フェアリーキャンディ ボディコンディショ
ナー 45ｇ（ボディコンディショナー）、バックスフィズ 45ｇ
（ボディコンディショナー）、ワンス アポン ア タイム 45ｇ
（ボディローション）、サンタズベリー 85ｇ（シャワージェ
リー）、バターベア シャワージェリー 60ｇ（シャワージェ
リー）、フェアリーキャンディ 100ｇ（シャワージェル）、ス
リーピー シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）、ローズ
ジャム シャワージェル SP 100ｇ（シャワージェル）、シン
ダーズ シャワージェル 110ｇ（シャワージェル）、シュガープ
ラム フェアリー ボディスクラブ 85ｇ（ボディスクラブ）、ホ
リー ベリー マッサージバー 65ｇ（マッサージバー）、ジン
ジャーマン スパークルジャー 80ｇ（ボディパウダー）、トワ
イライトムーン スパークルジャー 50ｇ（ボディパウダー）、
フェアリーキャンディ スパークルジャー 70ｇ（ボディパウ
ダー）、ベリーフィズ リプスクラブ 20ｇ（リップスクラブ）
バスタイムを興奮させるアイデアと8人のデザイナーによるほとばしる
感性のコラボレーションが、これほどまでに魅力的なギフトを誕生さ
せました。ビビッドなボックスの中に詰まったクリスマスのご褒美は44
種類にもおよぶアイテム。ふたを開けた瞬間、豊かな香りが匂い立ち、
創造力がぶつかり合う色とりどりのアイテムがボックスを美しく彩りま
す。バスタブにゆっくりと浸かったり、シャワータイムやボディケアで
お肌を美しくケアしたり・・・。クリスマスのカウントダウンが始まっても、
いえ、ニューイヤーがスタートした後も『ワーオ 』のバスタイムは楽し
めるでしょう！1年に1度のクリスマスだもの、頑張った自分へのご褒
美にゴージャスなプレゼントをおねだりしてもいいよね？クリスマスイ
ブは『ワーオ 』を持ったサンタが家を訪ねてくれることを願って！44種
類全てを使い終わった後もボックスをリユースすれば2018年ウィン
ターシーズンのハッピーな気持ちがずっと続きます。

¥42,300 (税込)
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