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～髪質※1 が変わる！輝きが変わる！至福のボタニカルケア～
あらゆる髪悩みに適したアプローチを実現

新生 「ジュレーム リラックス」 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』の「リラックス」ラインを刷新し、どんな髪質※1 でもツヤとうるおいのあるまとまりやすい髪へ導くイン
バス用ヘアケアのライン（全 9 品目 18 品種、ノープリントプライス）として 2019 年 1 月 10 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。
※1 なめらかさ・うるおい感などの髪の質感のこと

この度、『ジュレーム』からリニューアル発売する「リラックス」ラインは、髪悩みに応じたケアに特化したシャン
プー・トリートメント・ヘアマスクを揃えたインバスのラインです。髪質※1 の変化を実感する鍵となる“ツヤと輝き”
に着目し、成分と処方の両面をパワーアップしました。新たにパサつきの気になる毛先までうるおいを与える
「グロスオイル※2」を配合し、髪表面にツヤを与えます。さらに「フルボ酸含有フムスエキス※3」を新配合。髪の
芯までうるおいを届け、指どおりなめらかなまとまる髪へみちびきます。評価の高い使用感はそのままに、さら
にツヤ感・輝きを向上させることで、“髪質※1 が変わる”ことに対する効果感を強化しました。
※2 アプリコットカーネルオイル（アンズ核油）・オリーブ果実油（エモリエント） ※3 フルボ酸含有フムスエキス（腐植土抽出物）・グリセリン(保湿)

うねる髪・かたい髪・やわらかい髪など質感に合わせて選べる 3 タイプで展開し、それぞれに適した仕上が
りをキープする成分を配合。どんな髪も扱いやすい理想の髪質※1 へととのえます。さらに、新採用の「湿気プ
ロテクト処方※4」により撥水効果を発揮し、24 時間 365 日、どんな天候でもまとまりやすい素直な髪をキープし、
スタイリングのしやすい髪へみちびきます。
また、高機能でありながら、植物由来成分を贅沢に配合し、新次元のボタニカルケアを実現。髪のキューテ
ィクルをケアし、手ぐしでまとまる素直な髪に仕上げます。ノンシリコーン※5・サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）
フリー・弱酸性・無着色・無鉱物油・ノンアルコール（エチルアルコール）※6・動物由来原料フリーです。天然香
料を使用した、ぺア・フリージアがやさしく広がるフルーティフローラルの香りも特長です。
※4 トリートメント、ヘアマスクのみ

※5 シャンプーのみ ※6 シャンプー・トリートメント（エアリー＆スムース）のみ

近年、ヘアケア市場の中で「髪質※1 ケア」を訴求した商品のニーズが年々拡大傾向にあります。髪悩みに
応じたケアで髪質※1 自体をととのえ、まとまりやすくスタイリングのしやすい髪にみちびくアイテムが支持を得
ています。新生「ジュレーム リラックス」を通じて、お客さまの満足度のさらなる向上を目指します。
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。

「ジュレーム リラックス」について
ブランドメッセージ ： 髪を愛するジュレーム ～髪のきれいを叶えたいすべての女性たちへ～
「リラックス」ラインはパーソナルな髪悩みをケアする「ジュレーム」から髪質※1 ケアをコンセプトとし、2016 年に
誕生しました。髪質※1 に不満を持ち、ヘアケアの仕上がりや指通りのよさを求める方へ向け、開発しているイ
ンバスのヘアケアシリーズです。

※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

2019 年 1 月 10 日発売 『ジュレーム リラックス』
新商品 9 品目 18 品種
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＜ストレート＆スリーク＞ うねる髪を 毛先までストレート さらさらとまとまる髪へ
商品名
①
②
③
④

ジュレーム リラックス
シャンプー
（ストレート＆スリーク）
ジュレーム リラックス
トリートメント
（ストレート＆スリーク）

⑤

ジュレーム リラックス
ディープトリートメント
ヘアマスク
（ストレート＆スリーク）

⑥

ジュレーム リラックス
シャンプー＆トリートメント
トライアルセット
（ストレート＆スリーク）

容器タイプ

容量

特長

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

もっちり泡でしっとり洗うシャンプー。
うねって広がりがちな髪のキューティクルをケアし、毛先まで軽やか
にまとまる髪にととのえます。

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

チューブ

230g

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
トリートメント 10mL

うねって広がりがちなキューティクルをケアし、パサつきが気になる
毛先までツヤをあたえ、軽やかな髪にととのえるトリートメント。扱い
やすい素直なまとまり髪へみちびく湿気プロテクト処方。
傷んだ髪のキューティクルを集中ケアし、1 日中毛先まで軽やかな
まとまりが持続するヘアマスク。ヘアアイロンやコテなどの熱から髪
を守るヒートプロテクト処方。湿気が多い日でもまとまり髪へみちびく
湿気プロテクト処方。
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。

＜ソフト&モイスト＞ かたい髪を 超しっとり やわらかにまとまる髪へ
⑦
⑧
⑨
⑩

ジュレーム リラックス
シャンプー
（ソフト＆モイスト）
ジュレーム リラックス
トリートメント
（ソフト＆モイスト）

⑪

ジュレーム リラックス
ディープトリートメント
ヘアマスク
（ソフト＆モイスト）

⑫

ジュレーム リラックス
シャンプー＆トリートメント
トライアルセット
（ソフト＆モイスト）

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

チューブ

230g

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
トリートメント 10mL

ふんわり泡でやさしく洗うシャンプー。
かたくてゴワつきがちな髪のキューティクルをケアし、しっとりやわら
かでおさまりのよいまとまる髪にととのえます。
かたくてゴワつきがちなキューティクルをケアし、パサつきが気にな
る毛先までツヤをあたえ、しっとりやわらかな髪にととのえるトリートメ
ント。扱いやすい素直なまとまり髪へみちびく湿気プロテクト処方。
傷んだ髪のキューティクルを集中ケアし、1 日中しっとりやわらかなま
とまりが持続するヘアマスク。
湿気が多い日でもまとまり髪へみちびく湿気プロテクト処方。

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。

＜エアリー＆スムース＞ やわらかい髪を ふんわり なめらかにまとまる髪へ
⑬
⑭
⑮
⑯

ジュレーム リラックス
シャンプー
（エアリー＆スムース）
ジュレーム リラックス
トリートメント
（エアリー＆スムース）

⑰

ジュレーム リラックス
ディープトリートメント
ヘアマスク
（エアリー＆スムース）

⑱

ジュレーム リラックス
シャンプー＆トリートメント
トライアルセット
（エアリー＆スムース）

共通成分

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

ポンプ

500mL

つめかえ

360mL

チューブ

230g

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
トリートメント 10mL

たっぷり泡で贅沢に洗うシャンプー。
やわらかくペタンとしがちな髪のキューティクルをケアし、ふんわりな
めらかで根元から弾むまとまる髪へととのえます。
傷んだキューティクルをケアし、パサつきが気になる毛先までツヤを
あたえ、ふんわりなめらかな髪にととのえるトリートメント。扱いやすい
素直なまとまり髪へみちびく湿気プロテクト処方。
傷んだキューティクルを集中ケアし、1 日中ふんわりなめらかなまとま
りが持続するヘアマスク。
湿気が多い日でもまとまり髪へみちびく湿気プロテクト処方。

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。

5 種類のオーガニックボタニカル抽出成分・ボタニカルダメージケア成分（加水分解ダイズタンパク・オリーブ脂肪酸エチル※）

※ ヘアマスクのみ

