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クリスマス限定ギフトアイテム
第2弾および第3弾、2019年10月18日（金）より順次発売
〜 プレゼント選びの幅を広げ、
誰にとっても「ぴったり」が見つかる選択肢が勢揃い 〜
フレッシュハンドメイドコスメ LUSH（ラッシュ）は、クリスマス限定ギフトの第2弾アイテム12種を2019年10月18日
（金）、第3弾の12種を2019年11月8日（金）より全国の店舗およびオンラインショップ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が勢ぞろいします。

今年のクリスマスも、カラフルで遊び心に溢れた、香り豊かなクリスマス限定アイテムの数々が登場します。
贈る相手や季節のニーズ、伝えたい気持ちなど、誰にとっても「ぴったり」なギフトが選べるよう、合計24種（第1
弾も合わせると合計34種）のギフトアイテムを取り揃えています。今年は特に、風呂敷アイテムであるKnot
Wrap（ノットラップ）やラッピングペーパー・袋の種類など、ラッピング用資材を充実させ、多数の商品群との組
み合わせにより数え切れない程のプレゼントのセレクションが生まれます。

LUSH 新宿店では、11月下旬を目処に、世界に一つのクリスマスプレゼントを思いおもいに作ることができるポ
ップアップスペースを開設する予定です。
環境、人、動物の再生に繋がるギフトラッピング
ギフトボックスやラッピングペーパー、また自由にセレクトできる特別なプレゼントを包む各種ラッピングツール
は、再生紙100%素材はもちろん、絶滅危惧種の鳥「イヌワシ」や「サシバ」の生息環境再生に取り組む地域で採
取した木材や藁を使った紙や、福島の土壌やコミュニティの再生に繋がる、コットンの茎や葉の繊維から作られ
た紙、ネパールのコミュニティ再生に繋がる、手すきで作られたロクタペーパーをはじめとする素材を採用して
います。ラッシュのアイテムは、全ての商品にエシカルなストーリーがあり、プレゼントを選ぶ人と受け取る人を
笑顔にするだけでなく、自然環境を豊かにし、人や動物がハッピーに暮らせる社会の実現を目指しています。
参考情報はこちらをご覧ください。

Knot Wrap / ギフトラッピング
日本で古来より使われ続けている風呂敷からインスピレーションを受けて誕生したギフトラッピングアイテム
Knot Wrap（ノットラップ）。私たちの生活の中にある「ちょっとしたこと」を解決してくれる、この一枚の布の使用
方法に限りはありません。あなたが包みたいものを、包みたい形に、繰り返し何度でも使い続けることができま
す。 プレゼントの中身を使い終わった後は、ヘアアクセサリーとしても、さらには数ヵ所を結べばエコバッグにも
早変わり。不要なレジ袋や紙袋などを使わずに済めば、ごみの削減、そして環境保全にも繫がります。 クリス
マスアイテムを包めば、オンリーワンのギフトが出来上がります。
Knot Wrapの使い方はこちら
https://jn.lush.com/content/knot-wrapfeng-lu-fu-noshi-ifang
ロクタ ラップ／Lokta Wraps
ロクタ紙は伝統的な製紙法を用いてネパールの首都・ カトマンズでハンドメイドされています。包んで、ひねって、リ
ボンを結ぶだけで大切な人に贈りものを渡す準備は完成です。ネパール原産のロクタの繊維から作られた手すき紙
は耐久性が高くリユースできる優れもの。感謝の気持ちを込めた、ささやかなギフトに適しています。
紙を作っているのは、この地域で不運な境遇にある女性たちの雇用創出のために始まった社会プログラムに参加す
る女性グループです。本グループの全受注額の4％が教育、健康、環境、女性のエンパワメント、所得創出を支援す
るNGOに渡ります。

ラッシュとは
LUSH（ラッシュ）は、英国生まれのフレッシュハンドメイドコスメブランド。創立以来、新鮮さとオーガニックにこだわっ
た、採れたてのフルーツや野菜、香り高いエッセンシャルオイルを使い、一つひとつ手作りしています。また、原材料
は地産地消にこだわり、可能な限り国内で入手し、全ての製品をキッチン（神奈川県の製造工場）で生産し、フレッシ
ュな状態でお客様に商品をお届けしています。
また、ラッシュは、人・動物・環境に配慮したビジネスを展開しています。化粧品の動物実験廃止や、容器のリサイク
ルはもちろん、ゴミをゼロに近づけるためにプラスティック容器や包装を必要としない固形商品の開発など、ビジネス
を通して社会に存在する様々な課題の解決を目指し、持続的な取り組みを推進しています。
現在ラッシュは世界48の国と地域に約930店舗を展開し、日本では84店舗を展開しています。

2019年10月18日（金）発売

ベスト ウィッシュズ

メリー クリスマス

ギフト内容…サンタズ グロット （バスボム）、ジングルベルズ（バスボ
ム）

ギフト内容…フェアリーキャンディ ボム （バスボム）、シュートフォ
ースターズ （バスボム）、クリス ザ キャメル （バスボム）

2種類のバスボム（入浴料）をセットにしたお風呂が大好きなあの人に
贈りたいギフト。イモーテルフラワーとイランイランがバスルームに優
雅な香りの余韻を残します。遠くに聞こえる心躍る鐘の音を奏でるの
は明るいスイートオレンジと落ち着いたパチョリの香り。ありふれた日
常を後にして、のんびりバスタイムを過ごしましょう。

幸福を運ぶ妖精、願いを叶えてくれる流れ星、繁栄と健康の象徴
であるラクダからインスピレーションを得て誕生したバスボム（入
浴料）を3種類セットにしました。この陽気なトリオがクリスマスにふ
さわしい至福のバスタイムを届けてくれます。冬の憂鬱な気分を
忘れて、輝き溢れる幸せを引き寄せたなら、今年も素敵なクリスマ
スを迎えましょう。

¥2,550 (税込)

ホー ホー ホー
ギフト内容…スノーマン ドリーミング （バスボム）、ルドルフ バスボム
（バスボム）、サンタ バブルバー （バブルバー）
サンタクロース、トナカイ、雪だるまといった、クリスマスにぴったりの
姿に変身した3種類の入浴料でシュワっと弾ける発泡風呂やモコモコ
の泡に包まれる泡風呂を楽しんでください。仕事や勉強が忙しくてク
タクタでも、毎日退屈でゴロゴロしていても、クラシカルなクリスマスの
キャラクターたちと一緒に入浴すれば赤い服を着た大きなおじいさん
に負けないくらい陽気な気分になれるでしょう。穏やかなラベンダー、
爽やかなライム、明るいネロリの香りがバスルーム一面に広がり、ク
リスマスの気分を盛り上げます

¥3,300 (税込)

¥3,000 (税込)

クリスムース
ギフト内容…クリス ザ キャメル（バスボム）、ルドルフ バスボム（バ
スボム）、ポーラーベア プランジ（バブルバー）、バターベア ソープ
（ソープ）
Knot Wrap（風呂敷）にプリントされた、とぼけたヘラジカさんが4頭
の仲間たちを引き連れ、バスアイテムギフトになりました。クリスマ
スになると思い浮かぶ動物といえば、サンタクロースのそりを引くト
ナカイや、黄金の星へと導くラクダが有名ですが、ラッシュ流に楽し
くお祝いするなら誰もかれも大歓迎。みんな、寒い冬のバスタイム
を楽しませようと大切なあの人に会いに来てくれます。

¥3,800 (税込)

スノー フェアリー
ギフト内容…フェアリーキャンディ ボム（バスボム）、魔法の杖（バブ
ルバー）、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 ボディコンデショナー 45g（ボディコンディショナー）
バブルガムのようにスイートなシャワージェル『フェアリーキャンディ』
の香りを心ゆくまで堪能しましょう。バス＆シャワーアイテムを4種類
セットにしたクリスマスをハッピーにする数量限定ギフトです。
何度も繰り返し使えるKnot Wrap（風呂敷）で包んだギフトは、雪の妖
精がセレクトした夢のようなバブルバーやシャワージェルなど、幸せ
と喜びに満ちたクリスマスに欠かせないアイテムを揃えました。頭の
てっぺんからつま先まで大好きな香りに包まれる幸せな時間は、妖
精たちがかけた素敵な魔法なのかもしれません。

¥4,300 (税込)

ジラフ ノット ラップ
サンタクロースの帽子をかぶったキリンたちが集う限定Knot
Wrap（風呂敷）です。過剰な包装を失くすのは手の届かない無
茶な要求？ それなら背の高いキリンがデザインされたこの一枚
でどんな違いが出るか試してみましょう。
一人一つずつの贈りものでも多くの人が協力すれば、それはや
がて大きな力に。過剰な包装を失くすことは、首…いえ、手が届
くことだと思えてきましたか？

¥460(税込)

ワンス アポン ア タイム
ギフト内容…ノット スリーピー シャワーボム（シャワーボム）、スリ
ーピー シャワージェル 100g（シャワージェル）、ナイト ブルーム パ
ープル（ソープ）、ワンス アポン ア タイム 50g（ボディローション）、
ソルティロック 75g（シャワースクラブ）、シュガープラムフェアリー リ
ップスクラブ （リップスクラブ）
昔むかしのおとぎ話の世界にふさわしいロマンティックなアイテムを
セレクトしたギフトです。リラックスしてぐっすり眠りたい夜は、6種類
の商品を使って頭のてっぺんからつま先まで全身ボディケア。優し
いラベンダーやフルーティーなリンゴ、さわやかな柑橘系の香りが
あなたを包んだなら準備はOK。退屈な日常は忘れて、夢の世界へ
と旅立ちましょう。

¥5,640 (税込)

スノー フェアリー ノット ラップ
星と雪の結晶を散りばめた冬を彩るKnot Wrap（風呂敷）はあなた
の眼差しに映る大切なものを輝かせる、魔法のような一枚の布。
何度も繰り返し使えるギフトラッピングとして使用すれば、ごみを
減らして地球の環境を守ることもできます。あなたのおすすめの
アイテムを包んで、雪の妖精にオリジナルギフトと幸せを届けても
らいましょう。

¥670(税込)

2019年11月8日（金）発売

ジンジャーブレッド ハウス

スターブライト

ギフト内容…ポップ アート（バスボム）、マシュマロワールド（バスボ
ム）、キャンディケーン バブルバー（バブルバー）
ぐるぐるブランケット（バブルバー）、ヨッグノッグ シャワージェル 100g
（シャワージェル）、アメリカン クリーム シャワージェル 100g（シャワ
ージェル）、クッキードゥ リップスクラブ（リップスクラブ）

ギフト内容…トワイライトムーン（バスボム）、シュートフォースターズ
（バスボム）、魔法の杖 （バブルバー）、フェアリーキャンディ（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）、ギャラクシー（リップスクラブ）、レット イットスノー
（マッサージバー）

かわいいお家の中にはクリスマスの美味しいデザートくらい、あなた
の心と体をなごませる7種類のアイテムが入っています。お肌や唇に
残る香りは頬が落ちそうなくらいとびきりスイート。お菓子の国にある
森の中を歩くと、そこに待ち構えているのはビッグなサプライズ。ジン
ジャーブレッドやキャンディを飾りつけたお家があなたを迎え入れ、冒
険を始める機会をうかがっています。ここにあるのは美味しそうな香
りが漂うご褒美だけ、魔女は潜んでいませんのでご安心を。

ラッシュで人気の香りを一度にまとめてプレゼントできる数量限定ギ
フトの登場です。このカラフルなピンクカラーの缶には、全身のお手
入れを限りなく楽しくする7種類のアイテムが入っています。夜空を
仰ぎながらお風呂に浸かり、秩序ある調和のとれた宇宙からインス
ピレーションを得てみませんか。『 スターブライト 』からアイテムを一
つ手に取って、「一番星の輝きよ、どうか私の願いを叶えてください」
と繰り返し唱えてください。そして、星たちの輝きと光のように放たれ
る甘い香りに優しく包まれましょう。

¥6,850 (税込)

¥7,200 (税込)

クリスマス バスタイム フェイバリット

12 デイズ オブ クリスマス

ギフト内容…シュートフォースターズ（バスボム）、ザ ワールド スモー
レスト ディスコ ボム（バスボム）、サンタズ グロット（バスボム）、フェ
アリーキャンディ ボム（バスボム）、ノット ソー シークレット サンタ（バ
スボム）、スノーマン ドリーミング（バスボム）、クリス ザ キャメル（バ
スボム）、ルドルフ バスボム（バスボム）ファイヤーボール（バスボム）

ギフト内容…シナオレ（バスオイル）、ヨッグノッグ シャワージェル 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）、ゴールデンペアー（ソープ）、クッキードゥ ボディス
クラブ 45g（ボディスクラブ）、サンタズ グロット（バスボム）、ファイヤーボ
ール（バスボム）、フェアリーキャンディ ボム（バスボム）、ポーラーベア
プランジ（バブルバー）、キャンディケーン（バブルバー）、スノーフレーク
ボディローション50g（ボディローション）

凍えるほど寒い夜は熱いお風呂に入るのが何よりも幸せ。この数量
限定ギフトがあれば、バスタイムがもっと喜びと幸せでいっぱいにな
ること間違いなしです。ボックスの中から次々と出てくるバスボム（入
浴料）がもたらす豊かな香りと楽しいサプライズ。心地良いクリスマス
バスタイムが迷いや悩みを洗い流して、きっと元気にしてくれるでしょ
う。きれいな色、輝くきらめき、クリスマスの香り、どれも私を楽しく幸
せにしてくれる素敵なアイテムは、みんな私のお気に入り。

¥8,200 (税込)

ボックスの中にはバスタイムからスキンケアタイムまで存分に楽しめる12
種類のアイテムが勢ぞろい。入浴料は6種類、ボディクレンザーは2種類
をセレクト。香りを楽しみたい日はシャワージェルが、すっきりと全身を洗
い上げたい日はソープがおすすめです。仕上げはクリスマスにふさわし
い華やいだ香りに包まれながら保湿ケアを。手軽にシャワーを浴びなが
ら保湿したい時はボディコンディショナー、お部屋でマッサージをしながら
しっかり潤いを閉じ込めたい時はボディローションを選んでください。乾燥
によるお肌や唇のゴワゴワした感触が気になる時はスクラブでスペシャ
ルケアを施すと肌触りがスベスベになります。

¥11,300 (税込)

アート オブ クリスマス ベイジング
ギフト内容…サンタズ グロット（バスボム）、ラグジュアリー ラッシ
ュ プディング（バスボム）、シュート フォー スターズ（バスボム）、
黄金のセレブレイト（バスボム）、スノーマン ドリーミング（バスボ
ム）、ジングルベルズ（バスボム）、クリス ザ キャメル（バスボム）、
ザ ワールド スモーレスト ディスコ バスボム（バスボム）、ルドルフ
バスボム（バスボム）、フェアリーキャンディ ボム（バスボム）、ノッ
ト ソーシークレット サンタ（バスボム）、ポップ アート（バスボム）、
ロード オブ ミスルール（バスボム）、キャンディケーン バブルバー
（バブルバー）、魔法の杖（バブルバー）、サンタ バブルバー（バブ
ルバー）
冬の香りが空間を彩り、虹の色が水面に美しい光景を描き出す
16種類のバスアートが一堂に並ぶ展覧会は、この数量限定ギフト
を開けた時から始まります。バスタブの中は白いキャンバス、入
浴料で好きなように色彩を操り、感性に磨きをかけてください。ど
の作品も心に残る素晴らしい作品となるでしょう。憧れのピカソや
アンディ・ウォーホルに一目置かれるのも夢ではないかも。

¥15,400 (税込)

イッツ クリスマス ディア
ギフト内容…黄金のセレブレイト（バスボム）、フェアリーキャンディ
ボム（バスボム）、ラグジュアリー ラッシュ プディング（バスボム）、
シュート フォー スターズ（バスボム）、スノーマン ドリーミング（バス
ボム）、ルドルフ バスボム（バスボム）、魔法の杖（バブルバー）、キ
ャンディケーン バブルバー（バスボム）、ホリー ゴー ライトリー ボ
ム（バスボム）、ポーラーベア プランジ（バブルバー）、ヨッグノッグ
バブルバー（バブルバー）、ウォーム ソック（バスオイル）、スノーフ
レーク ボディローション 45g（ボディローション）、ヨッグノッグ ボディ
コンディショナー 50g（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 50g（ボディコンディショナー）、ハッピー シ
ャワージェル 100g（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）、ヨッグノッグ シャワージェル 100g（シャワージェル）、
スリーピーダスト（ボディパウダー）、ゴールデンペアー（ソープ）、ベ
イクド アラスカ（ソープ）、ギャラクシー（リップスクラブ）、ルドルフ ノ
ーズ（シャワーボム）、クッキードゥ ボディスクラブ（ボディスクラブ）
あなたの親しい人にトナカイが描かれたラブリーな数量限定ギフト
をプレゼントしましょう。クリスマスギフト選びが難航している人は入
浴料とスキンケアアイテムが24種類も入った、このギフトをクリスマ
スツリーの下に。シュワっと弾ける泡やモコモコの泡の山、そして豊
かな香りに喜ぶあの人の顔が浮かんで、贈る前から自分の方が幸
せになってしまいます。

¥22,600 (税込)

Lush Lens Gifts/ラッシュ レンズ ギフト
ラッシュでは、2019年のクリスマスに新しいギフトのかたちとして「ラッシュ レンズ ギフト」を発売いたします。
ラッシュ レンズ ギフトとは？
今まで必ず入っていた商品タグやフライヤーはついていません。ギフトの中身や各商品の使い方は、すべてLush Labs
App（ラッシュラボアプリ）の機能であるラッシュ レンズでスキャンすることで閲覧できます。

＜使い方は？＞
ステップ1：
ステップ2：
ステップ3：
ステップ4：

外装に貼られた「What’s In My Gift」QRコードをダウンロードして「Lush Labs アプリ」をダウンロード。
Lush Labs アプリ内の「Lush Lens（ラッシュ レンズ）」を起動。
ギフトパッケージをスキャン！中身の内容や各商品の情報をチェック。
もちろん商品ごとのスキャンも可能。ギフトを開けてから時間が経って、どんな商品かわからなくなって
しまっても、それぞれの商品をスキャンすれば商品名や使っている様子がわかります。

フェスティブ アズ

カレイドスコープ

ギフト内容…ファイヤーボール （バスボム）、ジングルベルズ （バス
ボム）、エルフ ボム ボム（バスボム）、キャンディケーン バブルバー
（バブルバー）

ギフト内容…フェアリーキャンディ ボム （バスボム）、インターギャラ
クティック （バスボム）、グルービー カインド オブ ラブ（バスボム）、ザ
ワールド スモーレスト ディスコ バスボム（バスボム）、ポップアート
（バスボム）

ツリー、プレゼント、お菓子の国の妖精なんてみんな忘れて、バスル
ームに向かいましょう。お祝いムードに浸るなら、心地良いお風呂に
勝るものはありません。今の季節にふさわしいオレンジ、シナモン、ジ
ンジャーの香りを堪能できる4種料の入浴料をセットにした数量限定
ギフトです。いろんな泡がクリスマス気分を大いに盛り上げます。
今シーズン初登場の「Lush Lens Gift」の一つです！アプリを活用す
ることで、包装資材の使用量削減が叶いました。エコなシンプルライ
フを実践していたり、いっぱいごみが出るとまとめるのが面倒と思っ
たりなど、ごみを減らしたい方にもぴったりのクリスマスギフトです。
※ラッシュ レンズ ギフト

¥4,700 (税込)

万華鏡のように数多の美しい色を映し出す水面を眺めながらバスタ
イムを楽しみましょう。サイケデリックなギフトの中にはバリエーション
豊富な5種類のバスボム（入浴料）が入っています。スイートな香りに
溺れたり、弾けるフルーティーな泡と戯れたり、ありきたりとは程遠い
別世界のバスタイムを体験してください。
どこを漂っているのか、どこに向かっているのか、地上にいると自分
の目の前しか見えず方向を見失ってしまうこともあります。そんな時
は『 カレイドスコープ 』をのぞいてみて。目に映る景色が変わって、
いろいろな世界が見えてきます。あなたの新しい可能性とともに。
※ラッシュ レンズ ギフト

¥4,850 (税込)

サンタズ グロット
ギフト内容…ノット ソー シークレット サンタ（バスボム）、サンタズ
グロット（バスボム）、ファイヤーボール（バスボム）、サンタ バブ
ルバー（バブルバー）、キャンディケーン バブルバー（バブルバ
ー）、ウォーム ソック（バスオイル）
クリスマス本番を前にゆっくり一休みしているサンタクロースがあ
なたのためにお気に入りのものを内緒で教えてくれました。お風
呂が大好きな人には見逃せない6種類もの入浴料をかわいい缶
の中に詰め込んだ数量限定ギフトです。外は凍てつくほど厳しい
寒さだとしてもバスタイムがこれほど喜びに溢れているのなら気
にすることもないでしょう。さて、サンタクロースの秘密の隠れ家を
こっそりのぞいてみませんか。中には山積みのプレゼント、つま
み食いをするためのキャンディケーンがいっぱいで、この家の主
は暖炉の前でぐっすりお休み。洞窟にいびきが響き渡っています。
※ラッシュ レンズ ギフト

¥5,600 (税込)
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ペンギン ロクタ ラップ

スノーマン ロクタ ラップ

暖かそうな帽子をかぶったペンギンと、寒空の日に現れるスノーマンがあなたが選んだ素敵な贈りものを優しく包み込みます。ネパー
ル原産のロクタの繊維から作られた手すき紙は耐久性が高いのでリユースできる優れもの。包んで、ひねって、リボンを結ぶだけで大
切な人に贈りものを渡す準備は完成。今年も素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。

各 ¥250(税込)

