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深刻ダメージヘアも瞬‘感’補修
「ジュレーム アミノ」が パワーアップリニューアル
ダメージヘア用の濃密美容液も同時に新発売
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「アミノライン」（6 品目 12 品種）をパワーアップリニューアルし、さらにスペシャルケアのヘアマ
スク（1 品目、１品種）を新発売します。アウトバスタイプの髪用美溶液（1 品目 1 品種）も発売し、2018 年 1 月 9
日より全国のドラッグストアや量販店などで発売を開始します（全品ノープリントプライス）。
『ジュレーム』の中でも、特に深刻なダメージヘアに向けて開発しているイ
ンバスのヘアケアシリーズ「アミノライン」を刷新します。これまで各アイテム
に 10 種ずつ配合していたアミノ酸の種類を 18 種※1 に増やし、パワーアップ
しました。さらに厳選された海由来の美容成分「高保湿マリンエッセンス GL
※2

」を配合。蓄積したダメージでゴワつく髪も、全方位から補修しながら潤わ

せ、しなやかな髪に導きます。
シャンプーは、主原料にアミノ酸系洗浄成分※3 を採用したノンシリコーン
タイプで、キメ細かく豊かに泡立ちながら、しっとり洗いあげます。トリートメン
トとヘアパックは、深刻なダメージもすばやく補修。天然由来アミノ酸誘導体
※4

が内側に浸透して毛髪を補修し、外側をアミノコート成分※5 が包みこみま

す。からまりやすい髪もなめらかにツヤめく「モイスト＆スムース」と、広がりや
すい髪もしなやかにツヤめく「ディープモイスト」の 2 タイプをそろえました。

左：ジュレーム アミノ ダメージリペ ア
シャンプー （ディープモイスト）、右：ジュ
レーム アミノ ディープリペア アルゲ
ヘアマスク

『ジュレーム』では初めてのヘアマスク「ジュレーム アミノ ディープリペア アルゲ ヘアマスク」（200ｇ・ジャ
ー容器入り）も新発売します（本商品のみ 1 月下旬に発売）。18 種のアミノ酸に加え、グリーンとレッドふたつの
アルゲエキスを組み合わせた「デュアルアルゲエッセンス S※6」を配合したクリーム状のヘアマスクです。ひどく
傷んだダメージヘアも濃厚なうるおいでコートし、徹底的に補修します。
※1 アミノ酸・アミノ酸誘導体を含む、※2 加水分解コラーゲン・グリセリルグルコシド・スクワラン・グリセリン、※3 モイスト＆スムースはラウロイルサ
ルコシン TEA、ディープモイストはココイルグルタミン酸 TEA、※4 ジラウロイルグルタミン酸リシン Na、※5 アモジメチコン（毛髪コート）、
※6 グリーンアルゲエキス（マコンブエキス）・ レッドアルゲエキス（デレセリアサングイネアエキス）・マリンオイル（スクワラン）（保湿）

同じく発売する「ジュレーム ファンタジスト リペアインテンシブセラム（ストレート）」（125mL）は、特に傷ん
でうねる・広がる髪用にむけ、新開発した髪用美容液です。1 品 10 役※7 のマルチファンクションで、ダメージヘ
アも思いのままにコントロールします。「厳選美髪ケア成分」として「フルボコートエッセンス※8」・「パールエッセ
ンス※9」（保湿）、10 種のアミノ酸を配合しました。ミルク状の美容液が髪の内部へすばやくなじみ、乾いた髪
にもタオルドライ後の髪にも使えます。
※7 保湿、ダメージ補修、保護、静電気予防、枝毛・切れ毛予防、ツヤ、ヒートプロテクト、ストレートコート、ヘアフレグランス、カラーケア
※8 フルボ酸含有フムスエキス（腐植土抽出物）・グリセリン、※9 加水分解コンキオリン・グリセリン

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。

2018 年 1 月 9 日リニューアル発売
～ モイスト&スムース ～

①

6 品目・12 品種

からまりやすい髪もなめらかにツヤめく髪へ。そよ風のように心地よい、可憐な花々の香り

②

③

商品名
①

ジュレーム アミノ ダメージリペア
シャンプー （モイスト&スムース）

②

販売名：ジュレーム AM シャンプーE Na

③

ジュレーム アミノ ダメージリペア
トリートメント （モイスト＆スムース）

④

販売名：ジュレーム AM トリートメント E Na

⑤

『ジュレーム アミノ』

ジュレーム アミノ ダメージリペア
ヘアマスク （モイスト＆スムース）
販売名：ジュレーム AM ディープトリートメント
ヘアマスク E Na

④

⑤

⑥

容器タイプ

容量

特長

ポンプ

500mL

つめかえ

400mL

ポンプ

500mL

つめかえ

400mL

チューブ

230g

18 種のアミノ酸の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するヘアマス
ク。天然由来アミノ酸誘導体が内側に浸透して毛髪を補修し、外側をア
ミノコート成分が包みこんでなめらかに仕上げます。

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
トリートメント 10mL

旅行やトライアルユースに便利な、シャンプーとトリートメントの 1 回分の
（トライアル）セット。

18 種のアミノ酸※1 の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するシャン
プー。ふわり濃密アミノ泡でなめらかに洗いあげます。

18 種のアミノ酸の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するヘアトリー
トメント。天然由来アミノ酸誘導体※2 が内側に浸透して毛髪を補修し、
外側をアミノコート成分※3 が包みこんでなめらかに仕上げます。

ジュレーム アミノ ダメージリペア
⑥

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）
販売名：ジュレーム AM シャンプーE Na
ジュレーム AM トリートメント E Na

～ ディープモイスト ～

⑦

広がりやすい髪もしなやかにツヤめく髪へ。みずみずしさあふれる、さわやかな果実の香り

⑧

商品名

⑨
容器タイプ

容量

ポンプ

500mL

つめかえ

400mL

ポンプ

500mL

⑦

ジュレーム アミノ ダメージリペア
シャンプー （ディープモイスト）

⑧

販売名：ジュレーム AM シャンプー D Na

⑨

ジュレーム アミノ ダメージリペア
トリートメント （ディープモイスト）

⑩

販売名：ジュレーム AM トリートメント D Na

つめかえ

400mL

⑪

ジュレーム アミノ ダメージリペア
ヘアマスク （ディープモイスト）

チューブ

230g

販売名：ジュレーム AM ヘアマスク D Na

ジュレーム アミノ ダメージリペア
シャンプー＆トリートメント

⑫

トライアルセット （ディープモイスト）
販売名：ジュレーム AM シャンプー D Na
ジュレーム AM トリートメント D Na

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
トリートメント 10mL

⑩

⑪

⑫
特長

18 種のアミノ酸の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するシャンプ
ー。とろり濃密アミノ泡でしなやかに洗いあげます。

18 種のアミノ酸の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するヘアトリー
トメント。天然由来アミノ酸誘導体が内側に浸透して毛髪を補修し、外
側をアミノコート成分が包みこんでしなやかに仕上げます。。
18 種のアミノ酸の贅沢ケアで、特に傷んだ髪を瞬感補修するヘアマス
ク。天然由来アミノ酸誘導体が内側に浸透して毛髪を補修し、外側をア
ミノコート成分が包みこんでしなやかに仕上げます。

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。

※1 アミノ酸・アミノ酸誘導体を含む、※2 ジラウロイルグルタミン酸リシン Na、※3 アモジメチコン（毛髪コート）、

2018 年 1 月下旬 新発売 1 品目 1 品種
ジュレーム アミノ ディープリペア アルゲ ヘアマスク

商品名

容器タイプ

容量

特長

ジャー

200g

ひどく傷んだ髪も、濃厚なうるおいコートで集中トリートメ
ントするヘアマスク。

ジュレーム アミノ
ディープリペア アルゲ ヘアマスク
⑬
販売名：ジュレーム AM ディープリペア
ヘアマスク

2018 年 1 月 9 日 新発売 1 品目 1 品種
ジュレーム ファンタジスト リペアインテンシブセラム（ストレート）

商品名

容器タイプ

容量

ジュレーム ファンタジスト リペアイン
テンシブセラム（ストレート）
⑭

ポンプ
販売名：ジュレーム ファンタジスト リペアイ
ンテンシブセラム A

125mL

特長
特に傷んで広がる・うねる髪用の新開発処方美容液。
1 品 10 役※のマルチファンクションで、ダメージヘアも
思いのままにコントロールします。
※保湿、ダメージ補修、保護、静電気予防、枝毛・切れ毛予防、ツ
ヤ、ヒートプロテクト、ストレートコート、ヘアフレグランス、カラーケ
ア

※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。

