
 

 

～髪質※1が変わるはちみつ美容で、髪悩みをオフして、まとまりオン～ 

自分の髪質に合わせて選べる「ジュレーム リラックス」を 

2021年 3月 15日に刷新 
 

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、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、髪質別のアプローチでまとまりのある扱いやすい髪へ導く、新

「ジュレーム リラックス」（10 品目 16 品種、ノープリントプライス）として、2021 年 3 月 15 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      

 
『ジュレーム』は、2013 年 1 月のデビュー以来、髪悩みや髪タイプ毎にきめ細かく対応するラインナップの

豊富さが高く支持され、累計出荷個数 1億個※2を突破しているブランドです。インバスシリーズとしては、今回

刷新を迎える「ジュレーム リラックス」をはじめとして、“ブランド史上最高峰”の位置づけの、高級スキンケア発

想で髪の深刻なダメージやうねりを補修する「ジュレーム アミノ シュープリーム」、特に傷んだ髪のためのダ

メージケアに特化した「ジュレーム アミノ アルゲリッチ」の 3 つのシリーズに加え、アウトバスシリーズとして、

「ジュレーム ファンタジスト」を展開しています。 

※2  ブランド累計出荷数 2013年 2月～2020年 12月 

 

このたび刷新する「リラックス」シリーズは、髪質に不満を感じる原因となる「髪のまとまり」に着目し、髪質別

のアプローチで、360°どこから見てもシルエットの整った髪へ導くシリーズです。評価の高い使用感はそのま

まに、新たに「100%※3 オーガニックマヌカはちみつ GL※4」を配合した、“ときほぐし処方”を採用。進化した独

自のメカニズムで、扱いやすくまとまりのある髪へと導きます。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・無鉱物油・無着色・弱酸性です。 
※3  製品に配合しているはちみつの品種    ※4  GLはグリセリン(保湿)    ※5  シャンプーのみ 

 

うねりやくせがある髪をさらさらとしたストレートに導く「ストレート＆スリーク」、かたくパサつく髪をしっとりやわ

らかな髪に導く「ソフト＆モイスト」、“ねこっ毛”・からまる髪をふわりとなめらかな髪に導く「エアリー＆スムース」

の、質感に合わせて選べる 3 タイプ展開で、シャンプーとヘアコンディショナー、トライアルセットをラインナッ
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プしています。3 タイプとも、天然香料を配合した、ふわりとやさしいフローラルハニーの香りです。 

 

理想の仕上がりを叶えるため、タイプごとに異なる洗浄成分や髪質※1 ケア成分を配合したことに加え、

「100%※3オーガニックマヌカはちみつ GL※4」が髪を芯から保湿してやわらげることで、扱いやすい髪質へと整

えます。また、シャンプーとヘアコンディショナーには、乾燥をケアする「加水分解ヒアルロン酸」に加え、「ピー

チオイル※6」と「フルボ酸含有フムスエキス GL※7」を配合。髪を保護し、まとまりの持続を叶えます。また、カラ

ーリングした美しさを保つ「カラーケア処方※8」です。 

※6  モモ核油   ※7  腐植土抽出物・グリセリン(保湿)   ※8  シャンプーを除く 

 

同時に、どのタイプを使用していても併用できる「髪質※1 ロック ヘアマスク」も発売します。「100% オーガニ

ックマヌカはちみつ GL」に加えて「ミツロウ」を配合。シャンプーとヘアコンディショナーで仕上げた髪質※1 を

“ロック”する、スペシャルケアのヘアマスクです。 

 

今回の「リラックス」シリーズの刷新によって、現代のパーソナルニーズに寄り添い、新規顧客との接点拡大

と満足度の向上を狙います。 

 

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。 

 

◇ジュレーム公式サイト https://www.je-laime.com/ 
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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 
シャンプー 
（ストレート＆スリーク） 

ポンプ 500mL うねり・くせがある髪をさらさらとしたストレートに導くシャンプー。

ベタイン系洗浄成分（コカミドプロピルベタイン）使用。 

ノンシリコーン・サルフェート(ラウレス硫酸 Naなど)フリー・無鉱物

油・ノンアルコール(エチルアルコール)・無着色・弱酸性 ②  つめかえ 360mL 

③  
ジュレーム リラックス 
ヘアコンディショナー 
（ストレート＆スリーク） 

ポンプ 500mL うねり・くせがある髪をさらさらとしたストレートに導くヘアコンディ

ショナー。スリークコート成分（ジメチコン）配合。 

サルフェート(ラウレス硫酸 Na など)フリー・無鉱物油・無着色・弱

酸性 ④  つめかえ 360mL 

⑤  

ジュレーム リラックス 
シャンプー ＆ ヘアコンディシ
ョナー トライアルセット 
（ストレート＆スリーク） 

2連ラミネート 
シャンプー 10mL + 
ヘアコンディショナー
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。 

 

 

 商品名 
容器タイ

プ 
容量 特長 

⑥  
ジュレーム リラックス 
シャンプー 
（ソフト＆モイスト） 

ポンプ 500mL かたくパサつく髪をしっとり柔らかに導くシャンプー。アミノ酸系

洗浄成分（ココイルグルタミン酸 TEA）使用。 

ノンシリコーン・サルフェート(ラウレス硫酸 Naなど)フリー・無鉱物

油・ノンアルコール(エチルアルコール)・無着色・弱酸性 ⑦  つめかえ 360mL 

⑧  
ジュレーム リラックス 
ヘアコンディショナー 
（ソフト＆モイスト） 

ポンプ 500mL かたくパサつく髪をしっとり柔らかに導くヘアコンディショナー。モ

イストコート成分（水添パーム油・水添ヤシ油）配合。 

サルフェート(ラウレス硫酸 Na など)フリー・無鉱物油・無着色・弱

酸性 ⑨  つめかえ 360mL 

⑩  

ジュレーム リラックス 
シャンプー ＆ ヘアコンディシ
ョナー トライアルセット 
（ソフト＆モイスト） 

2連ラミネート 
シャンプー 10mL + 
ヘアコンディショナー
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。 

⑥          ⑦       ⑧        ⑨          ⑩ 

2021年 3月 15日発売 「ジュレーム リラックス」 

新商品 10品目 16品種 
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 商品名 
容器タイ

プ 
容量 特長 

⑪  
ジュレーム リラックス 
シャンプー 
（エアリー＆スムース） 

ポンプ 500mL “ねこっ毛”で絡まる髪をふわりとなめらかに導くシャンプー。タウ

リン系洗浄成分（使用ココイルメチルタウリン Na）使用。 

ノンシリコーン・サルフェート(ラウレス硫酸 Naなど)フリー・無鉱物

油・ノンアルコール(エチルアルコール)・無着色・弱酸性 ⑫  つめかえ 360mL 

⑬  
ジュレーム リラックス 
ヘアコンディショナー 
（エアリー＆スムース） 

ポンプ 500mL “ねこっ毛”で絡まる髪をふわりとなめらかに導くヘアコンディショ

ナー。スムースコート成分（カルナウバロウ）配合。 

サルフェート(ラウレス硫酸 Na など)フリー・無鉱物油・ノンアルコ

ール(エチルアルコール)・無着色・弱酸性 ⑭  つめかえ 360mL 

⑮  

ジュレーム リラックス 
シャンプー ＆ ヘアコンディシ
ョナー トライアルセット 
（エアリー＆スムース） 

2連ラミネート 
シャンプー 10mL + 
ヘアコンディショナー
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。 

 

 
 

 商品名 容量 特長 

⑯  
ジュレーム リラックス 
髪質※1ロック ヘアマスク 

230g 

いつものお手入れの最後にプラスすることで理想の髪質※1 をキ

ープするヘアマスク。オリーブ脂肪酸エチル、ミツロウ配合。 

サルフェート(ラウレス硫酸 Na など)フリー・無鉱物油・無着色・弱

酸性 

 

⑪           ⑫       ⑬       ⑭        ⑮ 

 

         ⑩ 

⑯ 

 

 

         ⑩ 

※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。

 

 

 

 

 

 


