
 

 

 

 

 

英国のラッシュは、6 月 19日、化粧品の動物実験をなくすために「LUSH PRIZE（ラッシュプライズ）」を創設するこ

とを発表しました。 

このプライズは、動物実験代替法の開発・普及活動を行う団体や個人に賞金 25 万ポンドを授与するものです。 

 

多くのお客様が動物実験をしていない化粧品を求めているにもかかわらず、世界中を見渡すと、今でも、化粧品

業界では動物実験が広く行われています。 

さらに、ヨーロッパでは、新しい化学物質規制に関する規則が制定され、そこでは、新たな動物実験が求められる

ようになってしまいました。 

そこで、英国のラッシュでは、化粧品の動物実験をなくすために、動物実験代替法の開発や普及を目指す個人も

しくはグループに 25万ポンドを授与することを決定しました。 

 

このプライズでは、下記の 5 つのカテゴリーに関する活動を行っている世界中の個人やグループからの応募を受付け

ています。 

 Science Prize － 動物実験にとって代わる代替法の開発 

 Training Prize － 動物を伴わない方法の研究者育成 

 Lobbying Prize － 代替法の利用を促進するためのロビー活動 

 Public Awareness Prize － 動物実験に関する世論喚起 

 Young Researcher Awards － 代替法の研究を専門とした大学院生 

 

この中でも、毒性経路の概念実証の分野における研究を行っている個人もしくはグループを対象に、動物実験の

根絶につながる革新的なアイディアに対しては 25 万ポンド全額を報奨金として提供をするものです。 

革新的なアイディアが発見されるまでは、各カテゴリーの活動を行っている個人もしくは団体で、もっとも効果的なも

のにそれぞれ 5万ポンドずつ授与します。 

 

第 1 回目の LUSH PRIZE の締め切りは 9月 3 日で、動物福祉のスペシャリストや、サイエンティストら世界的に

活躍する著名人を含む選考委員会によって受賞者を決定し、2012 年 11 月 15日にロンドンにて授賞式の開催

を予定しております。 

 

この賞に関する詳しい情報は、下記のウェブサイトをご覧ください。  

http://www.lushprize.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

化粧品の動物実験をなくすための 
 LUSH PRIZE 

 

 



Press release – Tuesday 19th June 2012 

 

INAUGURAL LUSH PRIZE TO STAMP OUT ANIMAL TESTING IS LAUNCHED 

 

Leading ethical brand will award £250,000 prize to promote cruelty-free research 

 

Campaigning cosmetics company Lush today announces the creation of the first ever 

Lush Prize to help bring an end to animal testing in the wake of the continuing failure to 

ban these practices. 

 

The Lush Prize will reward groups or individuals working in the field of cruelty-free 

scientific research, awareness-raising and lobbying. 

 

The prize has been created by Lush in partnership with Ethical Consumer ensuring that 

the award process is impartial, rigorous and comprehensive in scope. 

 

Its £250,000 annual prize fund - the biggest prize in the alternative testing sector - seeks to 

focus pressure on safety testing for consumer products in a way which complements 

projects already addressing alternatives to the animal testing of medicines. 

 

The Lush Prize was launched today at a media breakfast briefing at The Ivy in London. 

Co-founder of Lush Mark Constantine OBE chose the timing and venue to make a very 

specific point. 

 

Mark Constantine, co-founder of Lush comments: 

“Our customers want safe cosmetics tested without the involvement of animals. 21 years 

ago, here in this room, almost to the hour we launched a policy that promised that there 

would there be no animal testing of our product or ingredients. We went further and 

worked with our suppliers to stop the use of any animals for any of their safety testing. 

Sadly animal testing for the cosmetics industry is still widespread. In fact new legislation 

has increased it. 

 

“In 21 years a lot has changed but still much of the cosmetic industry cannot guarantee 

safe cosmetics tested without the involvement of animals. So here at Lush we are trying 

another tack. Today we are launching a prize worth a quarter of a million pounds and we 

hope to fund the Eureka moment: when a breakthrough is made to end animal testing of 

cosmetics forever.” 

 



The 'Eureka' element plans to make available the full £250,000 for a ‘proof of concept 

toxicity pathway study.‘  This is for researchers working very specifically in the field of 21st 

Century Toxicology which seeks to understand ‘toxicity pathways’ at a fundamental level. 

 

In years when no breakthrough event occurs, prizes of £50k each (totalling £250k) will be 

awarded in the following categories:- 

 

 Science Prize - the development of replacement non-animal tests 

 Training Prize - training researchers in non-animal methods 

 Lobbying Prize - policy interventions to promote the use of replacements 

 Public Awareness Prize - public-awareness raising of ongoing testing 

 Young Researcher Awards - to five post-graduates specialising in replacements 

research 

 

 

Rob Harrison, editor of Ethical Consumer comments: 

 

“In designing this Prize we have spoken to lots of campaigners and researchers. The 

reasons that animal testing is still widespread are complex. This is why the Prize, as well 

as having a breakthrough element,  has five additional awards including prizes for lobbying 

regulators and training researchers in non-animal methods. 

“By targeting significant new funds each year at each of these key pressure points, the 

Prize hopes to make a real difference to replacing animal testing with effective alternative  

methods.” 

 

The first Lush Prize Awards are scheduled to take place in London in November 2012. The 

winners will be chosen by a panel of high profile figures from the animal welfare world and 

scientific community. 

 

 

Details of the nominees and the high profile awards panel for The Lush Prize will be 

released in the run up to November’s awards event. 

 

For more information on the prize and for details on how to nominate your favourite 

projects visit: 

www.lushprize.org 

 

Ends 

 

http://www.thelushprize.org/


For more information on The Lush Prize contact Katy Brown via 

katy@ethicalconsumer.org or 0161 226 2929.  For hi-res images and interview 

opportunities please contact Richard Hector-Jones on richard@creativeconcern.com or 

call 0161 236 0600 / 07966 378 968 

 

Notes to editors:- 
 

About Lush 

Lush is a campaigning manufacturer and retailer of fresh handmade cosmetics with shops 
in forty nine countries.  The Lush Prize is one element in a recently launched broader 
campaign called 'Fighting Animal Testing'.   
 

About Ethical Consumer 

Ethical Consumer Research Association is a not-for-profit, UK-based, research and 
consultancy co-operative specialising in independent research into social and 
environmental issues.  
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プレスリリース 2012 年 6 月 19 日（火） 

 

動物実験撲滅のための LUSH PRIZE を発表 

 

動物実験を伴わない実験の研究を後押しするため、賞金 25 万ポンドを授与 

 

ラッシュは、動物実験がなかなか禁止されない実態を受けて、2012 年 6 月 19 日、初の試みとなる

Lush Prize を設置することを発表しました。 

 

Lush Prize は動物実験を伴わない科学研究や世論喚起、ロビー活動を行うグループ、もしくは個人に

支払われます。 

 

この賞は公平、厳正、包括的な視点から授与するために、イギリスの消費者団体「Ethical Consumer」

の協力のもと立ち上げられました。 

 

動物実験代替法開発の分野では最高額となる年間 25 万ポンドの賞金は、医学分野の動物実験の

代替に既に取り組んでいるようなプロジェクトを補いつつ、消費財のための安全性試験の開発を後押しす

ることを目的とします。 

 

6 月 19 日、ラッシュの創立者であるマーク・コンスタンティンは、ロンドンの The Ivy でメディア向け朝食会

を開催し、Lush Prize を発表しました。ラッシュにとって 6 月 19 日は特別な日であり、The Ivy は特別な

場所です。 

 

 

ラッシュの創立者マーク・コンスタンティンのコメント 

 

「私たちのお客様は、動物の犠牲を伴わずに試験された安全な化粧品を求めています。21 年前、この

時、この場所で、ラッシュでは商品だけでなく原材料にも動物実験を行わない、というポリシーを発表しま

した。また、ラッシュが動物実験を行わないというだけにとどまらず、原材料を供給するサプライヤーにも動

物実験をやめるように働きかけてきました。しかし、悲しいことに、化粧品業界において動物実験はいまだ

に広く行われています。さらに、皮肉なことに、新しい規制により、むしろ増えているのです。」 

 

「この 21 年間、多くの変化がありました。しかし、化粧品業界は、動物を使用せずに、商品の安全性の

保証が出来ずにいます。そこでラッシュでは、新しい取り組みを試みることにしました。本日、ラッシュは、化

粧品の動物実験を永遠に撲滅するような突破口の発見を願って、25 万ポンドの賞金を設けることにしま

した。」 

 

この発見プランでは、25 万ポンド全額が、「毒性経路の概念実証」の分野に授与されます。毒性経路を

基礎的なレベルで理解しようとする「21 世紀の毒性学」の分野を専門とする研究者が対象です。 

 



また、突破口となるような事象が起こらない間は、下記のカテゴリーに各 5万ポンド (合計 25 万ポンド)も

授与します。 

 

 Science Prize － 動物実験にとって代わる代替法の開発 

 Training Prize － 動物を伴わない方法の研究者育成 

 Lobbying Prize － 代替法の利用を促進するためのロビー活動 

 Public Awareness Prize － 動物実験への世論喚起 

 Young Researcher Awards － 代替法の研究を専門とした大学院生 5 名 

 

 

「Ethical Consumer」編集者 ロブ・ハリソンのコメント。 

 

「この賞金の設立に際し、私たちはたくさんのキャンペーナーや研究者から話を聞きました。動物実験がい

まだに広く行われているのには、複雑な理由があります。だからこそ、この賞金にはロビー活動や、動物を

用いない研究者の育成といった 5 つの賞があるのです。 

それぞれの分野に特化した資金援助を毎年行うことで、動物実験に代わる効果的な代替法を見つける

ことを期待しています。」 

 

第 1 回目の Lush Prize Awards は 2012 年 11 月にロンドンにて開催予定です。世界的な同動物福

祉の団体や科学団体の著名人からなる選考委員会によって受賞者が決定されます。 

 

候補者と選考委員の詳細は 11 月の表彰イベントまでに公表します。 

 

Lush Prize に関する詳しい情報は下記をご参照ください。 

www.lushprize.org 

 

お問合せ 

Katy Brown  

katy@ethicalconsumer.org or call 0161 226 2929. 

Richard Hector-Jones  

richard@creativeconcern.com or call 0161 236 0600 / 07966 378 968 

 

 

LUSH とは 

ラッシュは 49 カ国に店舗を持つフレッシュハンドメイドコスメの製造販売業者で、様々なキャンペーン活動

を行っています。Lush Prize は最近始動した'Fighting Animal Testing'キャンペーンの一環として行われ

ています。 

 

Ethical Consumer とは 

Ethical Consumer Research Association はイギリスを拠点に活動するＮＰＯで、社会、環境問題の研

究を専門とした研究コンサル協会です。 
 

http://www.thelushprize.org/
mailto:katy@lushprize.org
mailto:richard@creativeconcern.com

