
 

 

～夜のうねりケアで翌朝扱いやすいストレート髪に仕上げる～ 

「ジュレーム リラックス」シリーズを刷新 
 

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、総合ヘアケアブラ

ンド『ジュレーム』の「リラックス」シリーズを刷新し、夜のうねりケアで翌朝扱いやすいストレートな仕上がりに導

く、新「ジュレーム リラックス」（8 品目 12 品種、ノープリントプライス）として、2023 年 3 月 1 日に出荷し、全国

のドラッグストアや量販店などで販売します。 

 

近年、寝ている時間に美を育む夜美容が注目されています。ヘアケアにおいても、睡眠時の髪の負担軽

減を訴求するシャンプーやコンディショナーを使ったり、就寝時にシルクキャップをかぶったりと、睡眠時間を

活用して髪をケアする消費者が増えています。 

 

このたび刷新する「リラックス」シリーズは、消費者が抱える悩みのうち、「髪のうねり」の原因に着目、夜美容

の発想で、インバスケア、アウトバスケアをラインナップしています。「浸透毛髪ダメージ補修」として天然由来

アミノ酸誘導体※1 を配合。水分バランスケア成分※2 とストレートコート成分※3 を配合した「うねりコントロール処

方」を採用したことで、うねり髪を扱いやすいストレート髪に仕上げます。また、十六夜バラエキス・セラミド※

4GL（保湿）を配合し、「うるおいリペア」で毛先までうるおいをあたえます。さらに、加水分解シルク・リピジュア

TM※5配合で、毛髪をコーティングすることにより、寝ている間の乾燥や摩擦から髪をまもる「シルクキャップ効果」

を発揮。カラーリングした髪の美しさを保つ「カラーケア処方」と、心地よい眠りに導くようなアロマティックジャス

ミンの香りも特長です。 

※1 ジラウロイルグルタミン酸リシン Na  ※2 テアニン GL(保湿)  ※3 ポリクオタニウムー7（毛髪コート）  ※4 シャンプー除く。「オーバー

ナイトケア ミルク」はセラミドカプセル GL配合。  ※5 ポリクオタニウムー51（毛髪コート）、“リピジュア” is a registered trademark in Japan and 

a trademark in other countries of NOF CORPORATION.  GLはグリセリンです。 

 

シャンプーとヘアトリートメントは、髪の悩みに合わせた 2 タイプ展開。パサつきが気になる髪を、毛先まで

しっとりやわらかな手触りのストレートな仕上がりに導くタイプ「ストレート＆リッチ」には、保湿成分としてヒマワリ

オイル・マヌカハニーGLを共通配合。「ミッドナイトリペア シャンプー SR」にはアミノ酸系※6・タウリン系※7洗浄

成分を使用しています。ツヤの無さが気になる髪を、毛先までツヤのあるなめらかな手触りのストレートな仕上
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がりに導くタイプ「ストレート＆グロス」には、アルガンオイル※8・マヌカハニーGL を保湿成分として共通配合。

「ミッドナイトリペア シャンプー SG」にはアミノ酸系※6・ベタイン系※9洗浄成分を使用しています。 

シャンプーはどちらのタイプも、ノンシリコーン・サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸 Na フリ

ー・無鉱物油・弱酸性。ヘアトリートメントは、どちらのタイプも広がる髪をまとまりやすくし、ドライヤー等の熱か

ら髪をまもる「ヒートプロテクト」処方を採用、サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸 Na フリー・アル

コール（エチルアルコール）フリー・無鉱物油※10・弱酸性です。 

※6 ココイルグルタミン酸TEA  ※7 ココイルメチルタウリンNa  ※8 アルガニアスピノサ核油  ※9 コカミドプロピルベタイン  ※10 「ヘ

アトリートメント SR」を除く。 GLはグリセリンです。 

 

「ミッドナイトリペア ヘアマスク S」は、シャンプー・ヘアトリートメントの後に使用することで、長時間まっすぐ

な仕上がりと、まとまりが続く髪へ導くヘアマスクです。扱いにくいうねり髪も、さらさらとまっすぐに整える「スト

レートロック成分※11」を配合しています。「オーバーナイトケア ミルク」は、まるで“塗るシルクキャップ”のように、

寝ている間も乾燥・摩擦から髪をまもり、毛先まで均一に補整する洗い流さないトリートメントです。「毛髪W補

修」として、エクトイン※12とリンゴ酸ジイソステアリル※13を配合しています。 

※11 イソステアリン酸デキストリン（毛髪コート） ※12 浸透毛髪補修成分 ※13 キューティクル補修成分 

 

今回の「ジュレーム リラックス」シリーズの刷新によって、新規顧客との接点拡大と満足度の向上、うねり・髪

質ケア市場での存在感確立を狙います。 

 

『ジュレーム』について 

2013 年に誕生した、ヘアケアブランドです。ダメージや髪質といった現代人の髪悩みに着目した独自処

方、心からリラックスできる香り、使い心地の良さと理想の仕上がりで高く支持されています。 世界 8 の国と地

域（日本、中国、香港、台湾、タイ、シンガポール、インドネシア、ベトナム）で展開しています。 

◇ジュレーム ブランドサイト ： https://www.je-laime.com/ 

 

『コーセーコスメポート』について 

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが 100％出資するグループ会社でお客さまが手に

取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレン

ジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。 
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 商品名 
容器タイ

プ 
容量 特長 

①  ジュレーム リラックス  
ミッドナイトリペア 
シャンプー SR 
（ストレート＆リッチ） 

ポンプ 480mL 
パサつきが気になる髪を、毛先までしっとりやわらかな手触りのストレート

な仕上がりの髪に導くシャンプー。アミノ酸系※12・タウリン系※13 洗浄成分

を使用。 

ノンシリコーン・サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸 Naフ

リー・無鉱物油・弱酸性 
②  つめかえ 340mL 

③  ジュレーム リラックス 
ミッドナイトリペア 
ヘアトリートメント SR 
（ストレート＆リッチ） 

ポンプ 480mL パサつきが気になる髪を、毛先までしっとりやわらかな手触りのストレート

な仕上がりの髪に導くヘアトリートメント。 

サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・アルコール

（エチルアルコール）フリー・弱酸性 ④  つめかえ 340mL 

⑤  

ジュレーム リラックス 
ミッドナイトリペア 
シャンプー ＆ ヘアトリートメ
ント SR トライアルセット 
（ストレート＆リッチ） 

2 連ラミネート 
シャンプー 10mL + 
ヘアトリートメント 10mL 

旅行やトライアルユースに便利な、シャンプーとヘアトリートメントの 1 回

分のトライアルセット。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品名 
容器タイ

プ 
容量 特長 

⑥  ジュレーム リラックス  
ミッドナイトリペア 
シャンプー SG 
（ストレート＆グロス） 

ポンプ 480mL 
ツヤの無さが気になる髪を、毛先までツヤのあるなめらかな手触りのスト

レートな仕上がりの髪に導くシャンプー。アミノ酸系※12・ベタイン系※14 洗

浄成分を使用。 

ノンシリコーン・サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸 Naフ

リー・無鉱物油・弱酸性 
⑦  つめかえ 340mL 

⑧  ジュレーム リラックス 
ミッドナイトリペア 
ヘアトリートメント SG 
（ストレート＆グロス） 

ポンプ 480mL ツヤの無さが気になる髪を、毛先までツヤのあるなめらかな手触りのスト

レートな仕上がりの髪に導くヘアトリートメント。 

サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・アルコール

（エチルアルコール）フリー・無鉱物油・弱酸性 ⑨  つめかえ 340mL 

⑩  

ジュレーム リラックス  
ミッドナイトリペア 
シャンプー ＆ ヘアトリートメ
ント SG トライアルセット 
（ストレート＆グロス） 

2 連ラミネート 
シャンプー 10mL + 
ヘアトリートメント 10mL 

旅行やトライアルユースに便利な、シャンプーとヘアトリートメントの 1 回

分のトライアルセット。 

※12 ココイルグルタミン酸 TEA  ※13 ココイルメチルタウリン Na  ※14 コカミドプロピルベタイン 

 

①        ②        ③        ④        ⑤        

⑥         ⑦       ⑧       ⑨       ⑩ 

2023年 3月 1日発売 「ジュレーム リラックス」 

新商品 8品目 12品種 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品名 容量 特長 

⑪  
ジュレーム リラックス  
ミッドナイトリペア ヘアマスク S 

230g 

長時間まっすぐ、まとまりが続く髪へ導くヘアマスク。 

扱いにくいうねり髪も、さらさらに。 

サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸 Na フリー・無鉱物油・弱

酸性 

⑫  
ジュレーム リラックス  
オーバーナイトケア ミルク 

120mL 

まるで“塗るシルクキャップ”のように、寝ている間も乾燥・摩擦から髪をまもる

洗い流さないトリートメント。 

毛先まで均一に補正し、なめらかなストレートな仕上がりへ。 

サルフェートフリー・オレフィン（C14-16）スルホン酸 Na フリー・無鉱物油 

 

 

 

 

 

⑪         ⑫  

 

         ⑩ 

このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

株式会社コーセー コーポレートコミュニケーション室 ＴＥＬ 03-3273-1514（直通） 

※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室 TEL 0800-222-2202 でお受けしています。


