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クリスマス限定ギフト 第１弾 全19種類
2017年10月20日（金）発売開始
～環境に配慮した商品とパッケージで笑顔溢れるギフトシーズンに～
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH（ラッシュ）は、2017年10月20日（金）より、クリスマス限定ギフト19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します。
ラッシュではギフトラッピングにおいても、森林破壊や気候変動などの環境問題に目を向けながら、商品開発を行
なっています。例えば、古紙をデザインペーパーとして新たな形にアップサイクルしたラッピング資材を、全世界の
ラッシュのギフトとして継続的に使用しています。紙を作るために木を切るというサイクルから、持続可能な森林再
生サイクルを作っていきたいと考えています。
紙はすべて再生紙100%のラッピングペーパーを使用し、一部、バナナペーパーやＴシャツなどのコットンをリサイク
ルして作られた紙などエシカルな素材も使用。デザイン豊かなペーパーやボックスはリユースを考えるのも楽しみ
の一つです。さらに、ラッシュのギフトリボンの半数以上は、リサイクルプラスチック素材でできています。
リユースやゴミの削減に繋がる方法のひとつとして、Knot Wrap（風呂敷）ギフトもおすすめです。リサイクルペット
ボトルから作られたもの、インドのオーガニックコットン100％素材のものがあり、何度もリユースできる美しいデザ
インの一枚の布には無限の可能性が秘められています。私たちは、ギフトを受け取った後もそのパッケージが役
割を終えたその先に、さらなる第２の人生をもたらすと信じています。
環境に配慮した商品、地球にも肌にも優しいクリスマス限定ギフトで、笑顔溢れるシーズンに。

スノードロップ

スウィートクリスマス

Contains… ドリーム クリーム 45ｇ（ハンド＆ボディローシ
ョン）、スノー クラウド 120ｇ（ソープ）

Contains… シンク ピンク 200ｇ（バスボム）、キャンディ
マウンテン 100ｇ（バブルバー）

雲をイメージしたソープ『スノークラウド』とハンド＆ボディローション
『ドリーム クリーム 』を組み合わせたギフトセット。
『スノークラウド』は、カオリンやタルクなどの天然のクレイや鉱物が
含まれており、お肌を清潔に整えてくれるソープ。オレンジフラワー
エキスとネロリオイルをブレンドした華やいだ香りが気持ちまで明る
くさせてくれます。なめらかなテクスチャーの『ドリーム クリーム 』で
お肌をケアすれば、ゆっくり深い眠りにつけそう。
スノードロップは、イギリスの田園地方で見られる、春の訪れを知ら
せてくれる可憐な白い花。春のうららかな日々を思いながら、晴れ
やかな気分と健やかなお肌を育んで。

スイートなクリスマスを願うならこのギフトセットは見逃せません。
キャンディのような香りがバスルームいっぱいに広がる2つのき
らめくピンク色のバスボムをセットにしました。 『シンク ピンク』を
バスタブに放てば、ローズピンクが広がりたちまちスウィートなバス
タイムに。『キャンディマウンテン』は渦巻の見た目もキュートなクリ
スマスの定番バブルバー。キャンディのような甘い香りとフワフワ
の泡に包まれます。無邪気だった頃のことを甘く優しい香りが思い
出させてくれるでしょう。キラキラ輝くキャンディ柄のラッピングペー
パーもキュートなあの子にぴったり。

¥1,610 (税込)

¥1,900 (税込)

ザ ナイト ビフォー クリスマス

リトル スノウ フェアリー

Contains… シュート フォー スターズ 200ｇ（バスボム）、
クリスマス イブ 100ｇ（バブルバー）

Contains… 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）

クリスマスにぴったりのバスアイテムをセット。ミッドナイトブルー
の夜空がバスタブに広がる『シュート フォー スターズ 』、イランイラ
ンの香り広がる大人な泡風呂を演出する『クリスマス イブ』。サン
タクロースには大好物のシェリー酒を、そしてあなたのためにたっ
ぷりのお湯をバスタブに注ぎましょう。クリスマスイブの夜、温かい
お風呂に浸かる時間は至福のひととき。泡のブランケットに包まれ
てリラックスしながら、夜空の星の輝きを眺めれば、サンタクロー
スが夜空を駆け抜ける間を目撃するかも・・・!?

ラッシュの冬の定番シャワージェル『フェアリーキャンディ』と、新感
覚のバスタイムが楽しめるジェリーボム『フェアリーキャンディ ジェ
リーボム』がひとつのギフトセットになりました。ゼリー状になるベー
スの海藻成分がお肌を柔らかく整えてくれます。クリスマスシーズン、
みんなが心待ちにしていたとびきりスイートなピンク色のバスアイテ
ムと甘い香り。小さな妖精が大切に守ってくれているかのように、ふ
わっと包まれるバスタイムを。

¥1,980 (税込)

ゴールデンワンダー
Contains… 黄金のセレブレイト 220ｇ（バスボム）、マン
イン ザ ムーン 200ｇ（バブルバー）
プラスチックフリーのラメがきらきら輝くバスタイムを演出する2つの
バスアイテムをセレクト。クリスマスに人気の小さなギフトボックス型
バスボム『黄金のセレブレイト 』は、お湯に溶かすとコニャックとお肌
を柔軟にするフェアトレードカカオバターが渦巻き、この上なく心地良
い香りを醸し出します。ユーモラスな表情が楽しいバブルバー『マン
イン ザ ムーン 』は手で崩してその上から勢いよくお湯をそそぎ泡立
ててください。フワフワの泡とライムとネロリのやさしく爽やかな香りが、
気分を落ち着かせてくれます。

¥2,290 (税込)

¥2,120 (税込)

スナップ！
Contains… ロケット サイエンス 100ｇ（バスボム）、クリ
スマス クラッカー 160ｇ（バブルバー）、ウーッシュ！シャ
ワージェリー SP (シャワージェリー) 100g
さぁ、急いで箱を開けよう！愉快なクリスマスパーティの始まりで
す。シトラスの香りが弾けるシャワージェリー『ウーッシュ！シャ
ワージェリー』はゼリーのようなボディソープ。クリスマスクラッカー
をイメージした、その名も『クリスマス クラッカー』はポッピングキャ
ンディ入りのバブルバー。弾ける音とレモン・ライムの香りが爽や
かに広がります。さらにバスタブの中を溶けながら進むロケット形
のバスボム『ロケット サイエンス 』をセットにしたサプライズ溢れる
ギフトです。箱を開けた瞬間から、すっきり爽やかなレモンマート
ルと、ちょっぴりビターなグレープフルーツをブレンドした弾けるシ
トラスの香りで、あなたのテンションもMAX！寒空の下、無気力な
気分までも吹き飛ばしてくれるでしょう。

¥2,560 (税込)

ロージー クリスマス
Contains… マカロンバブルバー ローズジャム 135ｇ（バブル
バー）、ローズジャム ネイキッド シャワージェル 100ｇ
（ネイキッド シャワージェル）
この素敵なお花のクリスマスギフトセットを受け取ったら、バラ色の
微笑みが溢れんばかりにこぼれることでしょう。ペットボトルをリサイ
クルして作られたKnot Wrap（風呂敷）に包まれたボックスの中には、
優雅なローズの香りのアイテムがイン。身も心も健やかにし、大きな
愛で包み込みます。『マカロンバブルバー ローズジャム 』は、手で崩
してその上から勢いよくお湯をそそぎ泡立ててください。ある程度バ
スタブのお湯が溜まってきたら、かき混ぜながら泡立ててバブルバ
スを楽しんで。『ローズジャム ネイキッド シャワージェル 』で全身を
洗えば、汚れとともに心配ごともきれいさっぱり流れ去ってしまうは
ず。バラの花が似合うあの人に心を込めてプレゼントを。

クリスマス チアー
Contains… バブリー 100ｇ（シャワージェル）、サンタズ
ベリー 85ｇ（シャワージェリー）、クリスマス シトラス
120ｇ（ソープ）
クリスマスの心躍る雰囲気にふさわしいボディソープを取り揃え
たギフトセットです。『クリスマス シトラス』ソープは、ライムオイ
ルとレモンエキスの爽やかな香りにベルガモットをブレンド。
丸々としたサンタのお腹をイメージしたシャワージェリー『サンタ
ズベリー』はぷるぷるの感触が楽しいボディソープ。フレッシュな
ブドウジュースが清潔なお肌へ導いてくれる『バブリー』はス
イートオレンジオイルやライムの爽やかな香りが広がります。
クリスマスに乾杯！とパーティにぴったりなギフトです。

¥2,860 (税込)

¥2,560 (税込)

スターリーナイト

ベスト ウィッシュ

Contains… トワイライトムーン スパークルジャー 55ｇ
（ボディパウダー）、トワイライトムーン ネイキッド シャ
ワージェル 100ｇ（ネイキッド シャワージェル）

Contains… クリスマス セーター 200ｇ（バスボム）、ス
ノーマン バブルルーン 130ｇ（バブルバー）、ソーシー ス
ノー ケーキ 120ｇ（ソープ）

トンカとラベンダーをブレンドした心落ち着く人気の香り「トワイライト
ムーン」の２つのアイテムがセットに。夕暮れが空を覆い、星たちが
遊びに訪れる頃、あなたを包み込むラベンダーの神秘的な香りが夢
の世界へと誘います。 『トワイライトムーン ネイキッド シャワージェ
ル 』で全身を洗えば、バスルームはスイートなトンカの香りでいっぱ
いに。ボディパウダー『トワイライトムーン スパークルジャー』はカカ
オバターから作った月のパーツを肌の上に滑らせてしっとりお肌に。
中にはキラキラ輝くラメが入っているので、パーティ前にもおすすめ
です。インドのオーガニックコットン100%素材のKnot Wrapに包まれ
たギフトは、リユースも楽しみのひとつ。

ラッピングを開けると、ちょっぴりスパイシーな香りがふわっと広
がる冬にぴったりのギフト。ザンビアの土地に育つバナナの茎を
繊維として使用した温かみのあるペーパーを使用。本物のケーキ
のような『ソーシー スノーケーキ』は、スパイシーでホットな香りが
するフェアトレードクローブエキス、お肌を柔らかく整える豆乳を
配合。クリスマス セーター 、スノーケーキ、スノーマン・・・。中に
入っている3種類のバスアイテムは、どれもトラディショナルなクリ
スマスの過ごし方を連想させ、寒い冬でも心をほっと温めてくれる
ものばかりです。あなたが胸に秘めてきた熱い想いと一緒に、大
切な友達や恋人にプレゼントしてみてはいかがでしょうか？

¥2,960 (税込)

¥2,960 (税込)

インターギャラクティック

デック ザ ホール

Contains…シュート フォー スターズ 200ｇ（バスボム）、
サンダースノー 210ｇ（バスボム）、 インターギャラクティ
ック 200ｇ（バスボム）

Contains…シュート フォー スターズ 200ｇ（バスボム）、
プラムスノー 200ｇ（バブルバー）、コンフォーター シャ
ワークリーム SP 100ｇ（シャワークリーム／ボディソープ）

宇宙や星が瞬く夜空、はたまた雷・・・自然の迫力に負けないほど
美しいバスタイムが楽しめる3種類のバスボムをセレクトしたギフト
。魔法にかかったような神秘的な冬の夜・・・温かいお湯をたっぷり
はったバスタブの中にバスボムを放てば、そこにはきらめく星がま
たたき、さまざまな色どうしが衝突し、驚くような光景が現れます。
まるで天空に浮かんでいるかと錯覚してしまいそう。リラックスして
魅了される空間にゆっくりと浸りましょう。美しい銀河を彷彿させる
デザインのボックスの中には、きっと、あなたがまだ見たことのない
新しい世界が広がっています。

バスルームをスイートな香りで飾る、バス＆シャワーアイテムを取り
揃えたクリスマスギフトセットです。ブラックカラントの香りがする豊
かな泡があなたをそっと抱いて、心地良いひとときをもたらします。
やがて、ハチミツのようにスイートに香る『シュート フォー スターズ』
の星たちがバスタブの中に描かれた夜空で瞬きます。水面を覆う
にわか雪のようなふわふわの泡から漂うのはジューシーで美味し
そうな『プラムスノー 』のフレーバー。胸が高鳴る、甘くフルーティー
なギフト『デック ザ ホール』で、あなたの大好きな香りときらめきを
全身にまとえば、クリスマスパーティの主役はあなたのもの。

¥2,990 (税込)

ウィンター ガーデン
Contains… ロウィーナ・バード SP 45ｇ（ボディコンディ
ショナー）、ローズジャム シャワージェル SP 100ｇ（シャ
ワージェル）、ゴールデン ペア 120ｇ（ソープ）
シャワータイムに保湿ができる人気のボディコンディショナー『ロ
ウィーナ・バード』に、同系統のローズジャムの香りのシャワージェル
『ローズジャム シャワージェル』と、キュートな洋ナシの形をした今年
注目の限定ソープ『ゴールデン ペアー』をセットにしたクリスマスギフ
ト。洋ナシのピューレやムルムルバターを使用した本物の洋ナシそっ
くりのソープは使うのがもったいないくらい。鮮やかなぴんくの美しい
花々のデザインが引き立つボックスは、ボディケアを欠かさない友人
へのプレゼントに。

¥3,150 (税込)

¥3,000 (税込)

ドリームスケープ
Contains… ロケット サイエンス 100ｇ（バスボム）、
トワイライトムーン 200ｇ（バスボム）、 ドリームタイ
ム 20g（ラグジュアリーバスオイル）、フェアリーキャ
ンディ ネイキッド シャワージェル 100ｇ（ネイキッド
シャワージェル）
夢のような宇宙への旅へ。カラフルなKnot Wrap（風呂敷）に包
まれた夢のようなバスタイムへ誘うバスアイテムギフト。ラグ
ジュアリーバスオイル『ドリームタイム』はこのギフトでしか手に
入らない限定アイテム。ラベンダーの香りが広がり、カカオバ
ターがしっとりとお肌を保湿してくれます。目を閉じて、あなた
の想像力が生みだす純粋で素晴らしい世界へと漂いましょう。
優しい香りに癒されたら、今夜もぐっすり眠れそう。

¥3,190 (税込)

エバーグリーン

ザ スノーマン

Contains… ソルティバーク 130g（ソリッドスクラブ）、ヒ
ドゥンマウンテン 120ｇ（ソープ）、 サンタズ クリスマス
ネイキッド シャワークリーム 100ｇ（ネイキッド シャワーク
リーム）

Contains… バターベア 75ｇ（バスボム）、マン イン ザ ムー
ン 200ｇ（バブルバー）、スノーマン バブルルーン 130ｇ
（バブルバー） 、スノーエンジェルメルツ 100ｇ（バスメル
ツ）

クリスマスらしい柊を描いたKnot Wrapに包まれて、中を開けるとク
リスマスカラーのアイテムが入っています。全身の汚れや古い角質
をすっきり落とすボディソープ＆スクラブをセットにしました。常緑の
森を散策しながら自然へ還りましょう。『ソルティバーク』のクールな
ペパーミントの香りに囲まれて、フレッシュで清々しい空気を感じてく
ださい。ソープ『ヒドゥンマウンテン』はウッディで落ち着いた香りを演
出します。ちょっとスパイシーなクリスマスを味わいたいときは、ブ
ラックペッパーとシナモンの香り漂うボトル型のネイキッドシャワーク
リーム『サンタズクリスマスネイキッドシャワークリーム』で全身を洗
い上げて。

バスタイムを愉快な時間に変える、4種類のユニークなアイテムを
組み合わせたクリスマスギフト。『スノーマン バブルルーン』は、魔法
みたいなモコモコの泡と爽やかなレモンの香りでバスルームを満たし
てくれます。今年登場した『マン イン ザ ムーン』は、ライムとネロリが
爽やかに香るバブルバー。ユーモラスなバスアイテムで、子供も大
人も笑顔が弾けます。いつもお世話になっているご家族へのギフト
にもおすすめです。

¥3,490 (税込)

¥3,350 (税込)

クリスマス キャンディ ボックス

ベリー クリスマス

Contains… ラグジュアリー ラッシュ プディング 200ｇ
（バスボム）、キャンディ マウンテン 100ｇ（バブル
バー）、フェアリーキャンディ 100ｇ（シャワージェル）、
ロック スター 星型100ｇ（ソープ）

Contains… BBクリスマス 110ｇ（シャワージェル）、ワンス
アポン ア タイム 50ｇ（ボディローション）、フェアリーキャ
ンディ 100ｇ（シャワージェル）、ベイクド アラスカ スノー
ボール 120ｇ（ソープ）

甘いもの好きの人も、虫歯やカロリーを気にせずにスイートなフ
レーバーを思いっきり楽しむことができるバス＆シャワーアイテム
ギフトです。まるでふわふわの綿菓子みたいな泡風呂を楽しめる
『キャンディ マウンテン』、冬の定番の香りのシャワージェル『フェ
アリーキャンディ』、特別な星の形をした『ロック スター』ソープ。
『ラグジュアリー ラッシュ プディング』はカラフルに溶けていくバス
アートも魅力なバスボム。遊び心溢れるバスアイテムは、大切な
人のハートも甘くとろけさせてくれそう。クリスマスのプレゼント交
換で一目置かれたいあなたにおすすめのギフトセットです。

ベリークリスマス！心ときめくベリーの香り溢れるアイテムがセットさ
れたパッケージのベリー柄も魅力的なギフト。冬が訪れたおとぎの国
では、フルーティーな香りでいっぱいの陽気なパーティーが始まった
ようです。ジューシーなベリーの香りがするシャワージェル『BBクリス
マス』、綿菓子のようなフレーバーの『フェアリーキャンディ』、さっぱり
したグレープフルーツのソープ『ベイクド アラスカ スノーボール』がク
リスマスを盛り上げてくれます。フレッシュなリンゴの香りのボディ
ローション『ワンス アポン ア タイム 』は、カカオバターとムルムルバ
ターでしっかりと保湿してくれます。素敵な香りに包まれて、心ゆくま
でクリスマスに向けた自分磨きを楽しんでみては？

¥3,640 (税込)

¥3,660 (税込)

メリー クリスマス
Contains…クリスマス セーター 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）、サンダースノー 210ｇ（バスボム）
期間限定のバスボム4種類をセットにした、クリスマスを楽しむため
のバスタイムギフトです。バスタブに温かなお湯をたっぷりためて
豊かな香りのバスボムを放ち、夢のようなバスタイムを過ごせば、
胸につかえていた心配ごともどこへやら・・・。喜び溢れるクリスマス
が迎えられそう。優しく包み込むセーターのような 『クリスマス セー
ター』、小さなきらめくギフトボックス『黄金のセレブレイト』、コバルト
ブルーの世界に金色の星を散りばめた『シュート フォー スターズ』、
ペパーミントとカカオが放つ心地良いそよ風が吹き抜ける『サン
ダースノー』。このクリスマスにぴったりなバスボムは、伝統的なホ
ワイトクリスマスを彷彿させ、燃えさかる炎のようにあなたを夢中に
すること間違いなし。すべてのバスボムを使い終わった後には、い
つもの退屈な毎日がキラキラと明るく輝き出して、愛する者たちは、
冬のおとぎ話の世界にいるかのような、素敵な日々を重ねていくで
しょう。

¥3,790 (税込)
【参考】
エシカルなギフト資材へのこだわり
■バナナペーパー
ザンビアの土地に育つバナナの茎を繊維として使用したバナナペーパーをラッピングに使用。バナナペーパーの生産地であるザンビアでは1人の収
入に10人以上の人間が頼られなくてはいけないほど貧困に悩まされています。こうした中、バナナ繊維の生産現場では現在23人のスタッフが働いて
いて、バナナペーパーの利用を広げていくことで約500人以上の生活を支え、環境だけではなく多くの持続的貢献（サステナビリティ）につながります。
バナナ繊維が混ざることにより独特の色合いを持ち、どこか和紙にも似た優しい風合いが感じられるペーパーです。
クリスマス限定ギフト：「ベスト ウィッシュ」
■Ｔシャツの生地や麻袋から生まれたコットンペーパー
インド現地のコミュニティにてＴシャツの生地や麻袋をリサイクルして作られたペーパーを使用。木に固執しない紙作りとして、すでにあるものをリサイ
クルするという考えの元生まれたコットンペーパー。現地の人に雇用の機会を与えているサプライヤーkahdi社によるものを使用しています。
クリスマス限定ギフト：11月10日発売予定「ジョリー ホリデイズ」
■Knot Wrap
Knot Wrapは、日本で古来から伝統的に使われている風呂敷にインスピレーションを受けて誕生したラッシュオリジナルの布。ギフトを受け取った人も
リユースを楽しめるギフトラッピングとして人気があります。ペットボトルからリサイクルされた再生ペット素材のものや、インドの女性の就労を支援す
る団体RE-WRAPでつくられたオーガニックコットン100%素材などがあります。また、一部福島県産オーガニックコットンを使用したものもあります。
クリスマス限定ギフト：「ロージー クリスマス」「スターリーナイト」「ドリームスケープ」「エバーグリーン」
「ピップ」「ルディ」（限定発売中）
11月10日発売予定「オークリスマスツリー」「スノーフレーク」

