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～特に傷んだ髪の毛先まで、「アミノ酸」で集中補修ケア～ 

『ジュレーム』から、「アミノノンシリコーンライン」誕生 
 

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、ヘアケアブランド

『ジュレーム』から、特に傷んだ髪のための「アミノノンシリコーンライン」全6品目12品種（ノープリントプライス）

を、2015年 1月 13日より全国のドラッグストアや量販店などで発売します。 
 

『ジュレーム』から追加発売する「アミノノンシリコー

ンライン」は、アミノ酸系ノンシリコーンシャンプーと

10 種のアミノ酸配合トリートメントで、特に傷んだ髪も

指どおりなめらかに導くヘアケアブランドです。 

シャンプーは、アミノ酸系洗浄成分をメインとした

ベースで、ふんわりとした泡立ちが特長です。滑らか

な指どおりで、ダメージの原因となるキューティクル

同士の摩擦をおさえます。トリートメントは、10 種類

のアミノ酸を配合したベースが、傷んだ髪の内外に

働きかけ、毛先までしなやかにダメージを補修します。ヘアパックは、ブラッシングやドライヤーの熱などによる

“デイリーダメージ”を受けた髪を濃密集中補修。やわらかくしなやかな手ざわりに導くスペシャルケアです。 

全品共通、自然の恵みで髪をうるおす「海と大地のうるおい成分」※1 と、毛髪ケアにも効果のある厳選したヒ

アルロン酸などからなる「トリプル補修成分」※2を配合。特に傷んだ髪も本格補修します。 

※1 南欧産海藻エキス（スファセラリアスコパリエキス）、ケルプエキス（マコンブエキス）、クレマティスエキス、ライムエキス、レモ

ンエキス、サンフラワーシードオイル（ひまわり種子油）<エクストラモイストのみ>、カレンデュラエキス（トウキンセンカ花エキ

ス）<モイスト＆スムースのみ>・グリセリン 

※2 高密着ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）、高浸透ヒアルロン酸（加水分解ヒアルロン酸）、浸透性

にすぐれた天然由来アミノ酸誘導体（ジラウロイルグルタミン酸リシン Na） ヘアパックのみシリーズ比 2倍配合。 

 

「アミノノンシリコーンライン」は、仕上がりと香りの好みで選べる 2 種類で展開します。「モイスト＆スムース」

は、しっとりさらさら、「エクストラモイスト」は、超しっとりしなやかで、まとまりのある髪に導きます。それぞれのイ

メージに合わせ厳選した、天然香料の優雅な香りも特長です。  
 

『ジュレーム』は、全品 ALL ノンシリコーンのヘアケアシリーズとして 2013年 3月に誕生し、「優れた補修効

果と仕上がり感」・「香りの良さ」を中心に、発売以来ご好評をいただいております。 

今回『ジュレーム』は、ヘアケアに期待する効果の中で、多くのお客さまが求める「補修効果の実感」という

ニーズに合わせ、スーパーダメージにも対応できる「アミノノンシリコーンライン」を追加しました。これからも『ジ

ュレーム』は、お客様の多様なニーズに応えていきます。 
 

コーセーコスメポートは、「もっと、親切なきれいを。」 を理念に、日々の幸せと喜びをうみだす商品をお届

けします。 

 

 

 
※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室 TEL 03-3277-8551 でお受けしています。

 

 2014年 2月 10日発売 

「サボンドブーケ」 新商品 2品目・5品種 

2014.12.16 
 

 



 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 商品名 容器タイプ 容量 
参考小売価

格（税抜） 
特長 

①  ジュレーム AM シャンプー 

（エクストラモイスト） 

ポンプ 500mL 900円 
特に傷んだ髪も補修するアミノ酸系ノンシリコ

ンシャンプー。たっぷりのまろやか泡がキシミ

感ゼロに洗い上げ、しっとりスルスルの髪へ

導きます。 ②  つめかえ 400mL 700円 

③  ジュレーム AM トリートメント 

（エクストラモイスト） 

ポンプ 500mL 900円 
特に傷んだ髪も補修する 10種のアミノ酸を配

合したトリートメント。とろけるようになじんで髪

の内部まで素早く浸透し、うるおってやわらか

な髪に仕上げます。 
④  つめかえ 400mL 700円 

⑤  
ジュレーム AM ディープトリートメント  

ヘアパック（エクストラモイスト） 
チューブ 230g 900円 

補修成分をたっぷり配合した濃密補修トリート

メント。髪の内深部まで浸透し、1 日中まとまり

のつづくしっとりツヤ髪に仕上げます。 

⑥  

ジュレーム AM 

シャンプー＆トリートメント 

トライアルセット（エクストラモイスト） 

2連ラミネート 

シャンプー 10mL + 

トリートメント 10mL 

86円 
旅行やトライアルユースに便利な、シャンプ

ーとトリートメントの 1回分のトライアルセット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
商品名 容器タイプ 容量 

参考小売 

価格（税抜） 
特長 

⑦  ジュレーム AM シャンプー 

（モイスト＆スムース） 

ポンプ 500mL 900円 
特に傷んだ髪も補修するアミノ酸系ノンシリコ

ンシャンプー。たっぷりのふんわり泡がキシミ

感ゼロに洗い上げ、ツルツルなめらかな髪へ

導きます。 ⑧ つめかえ 400mL 700円 

⑨ ジュレーム AM トリートメント 

（モイスト＆スムース） 

ポンプ 500mL 900円 
特に傷んだ髪も補修する 10種のアミノ酸を配

合したトリートメント。とろけるようになじんで髪

の内部まで素早く浸透し、すべるようになめら

かな髪に仕上げます。 
⑩ つめかえ 400mL 700円 

⑪ 
ジュレーム AM ディープトリートメント  

ヘアパック（モイスト＆スムース） 
チューブ 230g 900円 

補修成分をたっぷり配合した濃密補修トリート

メント。髪の内深部まで浸透し、1 日中まとまり

のつづくさらさらツヤ髪に仕上げます。 

⑫ 

ジュレーム AM 

シャンプー＆トリートメント 

トライアルセット（モイスト＆スムース） 

2連ラミネート 

シャンプー 10mL +  

トリートメント 10mL 

86円 
旅行やトライアルユースに便利な、シャンプ

ーとトリートメントの 1回分のトライアルセット。 

 

2015年 1月 13日発売 『ジュレーム アミノ』 新商品 6品目・12品種 

 

 

 

⑦      ⑧         ⑨      ⑩         ⑪        ⑫ 

①      ②         ③      ④         ⑤        ⑥ 



参考資料 

『ジュレーム』 既存商品と新商品について 表中（  ）内は発売日です。商品画像の左はシャンプー、右はトリートメントです。 

ＡＬＬノンシリコーン ライン 

特長 『インバスからアウトバスまで、全品 ALLノンシリコーンで、髪と地肌を芯から補修』 

ターゲット 
◇ インバスからアウトバスまで、全品 ALLノンシリコーンのヘアケアを望む方。 

◇ 未来の美髪ケアを意識しつつ、現在のダメージを補修したいと考える方。 

 モイストリペア シャイニーリペア ディープモイスト 

香りのタイプ 華やかに咲き誇るような白い花々の香り 穏やかにこころ癒されるような森の香り 赤い花々と果実の香り 

インバス 

   

仕上がり感 しっとりまとまる さらさらキラめく 超しっとりしなやか 

アウトバス 
・クリーム（2013年 8月発売） 

・オイル（2013年 8月発売） 

・クリーム（2013年 8月発売） 

・ミスト（2013年 8月発売） 

・クリーム（2014年 6月発売） 

・オイル（2014年 8月発売） 

インバス 

「うるおいケア」 

共通成分特長 

サルフェート（ラウレス硫酸 Naなど）フリー 

ノンシリコーン、弱酸性、無着色、ノンアルコール（エチルアルコール）※3、無鉱物油※3、動物由来原料フ

リー ※3シャンプーのみ 

 

アミノノンシリコーン ライン 

特長 
『アミノ酸系ノンシリコーンシャンプーと 10種のアミノ酸を配合したトリートメント・ヘアパ

ックで、特に傷んだ髪も集中補修』（トリートメントとヘアパックには、シリコンを配合しています。） 

ターゲット 
◇ ノンシリコーンシャンプーに興味を持ちつつ、ヘアダメージを特に気にしている方。 

◇ 特に傷んでパサつく・広がる髪の方に。 

 エクストラモイスト モイスト＆スムース 

香りのタイプ 豊かに心を満たす甘美な果実の香り そよ風のように心地よい可憐な花々の香り 

インバス 

 

 

 

 

  

・ヘアパック（2015年 1月発売） ・ヘアパック（2015年 1月発売） 

仕上がり感 超しっとりしなやか しっとりさらさら 

インバス 

「集中補修ケア」

共通成分特長 

サルフェート（ラウレス硫酸 Naなど）フリー 

ノンシリコーン※4、弱酸性、無着色、ノンアルコール（エチルアルコール）※5、無鉱物油※6、動物由来原

料フリー ※4シャンプーのみ ※5ヘアパックを除く ※6 トリートメントを除く 

 

（2013年 3月発売） 

新商品 

（2013年 3月発売） （2014年 1月発売） 

（2015年 1月発売） （2015年 1月発売） 

既存商品 


