
 

 

 

 

～カラーダメージヘアも芯から補修して、きれいな髪色・質感つづく～ 

「iP コラーゲン※1」配合※2の新シリーズ「ジュレーム iP」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、ヘアカラーによるダメージも芯から補修して美しく健やかな髪へと導くシリーズ「ジュレーム iP」（9 品

目 13品種、ノープリントプライス）を、2022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。 
※1 イソステアロイル加水分解コラーゲン AMPD     ※2 ヘアオイルを除く。 

 

近年、髪全体を明るく染める「ハイトーンカラー」や、髪の内側だけをカラーリングする「インナーカラー」、前髪や

顔まわりをを明るく染める「ヘムカラー」など、明るい髪色を楽しむスタイルがトレンドとなっています。 

一方、「カラーリング」は、お客さまが挙げる「髪が傷む原因」の中でも最上位※3 にあり、近年のヘアケア市場では、

「ダメージケア」カテゴリーが伸長、活性化しています。トレンドのヘアスタイルでは、髪を明るく、かつ彩度の高い色

で染めるためのステップとして、ヘアカラーの前にブリーチを行う場合もあり、これらが髪に負担をかける一因となっ

ています。 

※3 当社調べ 

 

今回発売する「ジュレーム iP」は、カラーダメージヘアも芯から補修して、本来もつ発色とつややかな質感が続く

シリーズです。タラソ由来の浸透補修成分として「iP コラーゲン※1」を共通配合※2。「iP」は“inner performance”の略

で、枝毛・切れ毛が気になる傷んだ髪も、“内側から”補修し、毛先までまとまります。 

 

しっとりとまとまる髪に導く「ディープモイスト」、さらりとまとまる髪に導く「モイスト＆スムース」の 2 タイプ展開で、そ

れぞれに、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プしています。「タラソリペア 補修美容液

シャンプー」は、3 種のアミノ酸系洗浄成分※4 を使用、傷みがちな毛先まで、きしまずやさしく洗い上げる、“髪の美

容液 80％※5”のシャンプーです。タラソスクワラン（毛髪コート）、タラソリーフコンプレックス※6（保湿）、18 種のアミノ

酸※7 を配合。髪と地肌にやさしい使い心地にこだわった、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・無着色・無鉱物油・弱酸性です。「タラソリペア 補修美容液トリートメント」は、湿気バリア＆ヒートプロテクト効果
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で、きれいなスタイルを長持ちさせる、“髪の美容液 99％※8”のヘアトリートメントです。タラソスクワラン（毛髪コート）、

タラソオイル、海洋深層水（保湿）※9、2 種のクレイ（皮脂吸着）※10、18 種のアミノ酸※7を配合。サルフェート（ラウレス

硫酸 Naなど）フリー・無鉱物油・弱酸性です。 

※4 ココイルグルタミン酸 TEA・ラウロイルサルコシン Na・ラウロイルメチルアラニン TEA   ※5 水を含む、洗浄剤・防腐剤除く  ※6 マコンブエキス・

ヒバマタエキス・グリセリン   ※7 アミノ酸・アミノ酸誘導体を含む  ※8 水を含む、防腐剤・色素除く  ※9 海水・グリセリン ※10 ベントナイト・タ

ナクラクレイ 

 

同時に、髪の悩みやダメージの状態に合わせて使用できるスペシャルケアとして、2 種のヘアマスクとヘアオイル

も発売します。全品共通で、ベルガモット＆オレンジの精油を使用した、みずみずしくさわやかなシトラスホワイトフロ

ーラルの香りも特長です。 

 

『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※11を突破しているヘアケアブランドです。インバスシリーズとしては、今回発

売する「ジュレーム iP」をはじめ、髪質※12 別のアプローチでまとまりのある扱いやすい髪へ導く「ジュレーム リラック

ス」、“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」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。 
※11  ブランド累計出荷数 2013年 2 月～2020年 12月   ※12 なめらかさ・うるおい感などの髪の質感のこと 

 

今回の「ジュレーム iP」シリーズの発売によって、新規顧客との接点拡大と満足度の向上、ダメージケア市場で

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女性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 iP タラソリペア 補修
美容液シャンプー 
 (ディープモイスト) 
販売名：ジュレーム リペア シャ
ンプー A 

ポンプ 480mL 美容液 80％※配合。 

枝毛・切れ毛が気になるゴワつく髪も毛先までしっとりまとまる髪へみ

ちびくシャンプー。 
※ 水を含む、洗浄剤・防腐剤除く。 ②  つめかえ 340mL 

③  ジュレーム iP タラソリペア 補修
美容液トリートメント  
(ディープモイスト) 
販売名：ジュレーム リペア ヘ
アトリートメント A 

ポンプ 480mL 美容液 99％※配合。 

枝毛・切れ毛が気になるゴワつく髪も毛先までしっとりまとまる髪へみ

ちびくトリートメント。 
※ 水を含む、防腐剤・色素除く。 ④  つめかえ 340mL 

⑤  

ジュレーム iP タラソリペア 補修
美容液シャンプー&補修美容液
トリートメント トライアルセット 
(ディープモイスト) 

2連ラミネート 
シャンプー 10mL  
+ トリートメント 10mL 

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 iP タラソリペア 補
修美容液シャンプー 
(モイスト＆スムース) 
販売名：ジュレーム リペア シ
ャンプー B 

ポンプ 480mL 美容液 80％※配合。 

枝毛・切れ毛が気になるゴワつく髪も毛先までさらりとまとまる髪へみち

びくシャンプー。 
※ 水を含む、洗浄剤・防腐剤除く。 ⑦  つめかえ 340mL 

⑧  ジュレーム iP タラソリペア 補
修美容液トリートメント  
(モイスト＆スムース) 
販売名：ジュレーム リペア ヘ
アトリートメント B 

ポンプ 480mL 美容液 99％※配合。 

枝毛・切れ毛が気になるゴワつく髪も毛先までさらりとまとまる髪へみち

びくトリートメント。 
※ 水を含む、防腐剤・色素除く。 ⑨  つめかえ 340mL 

⑩  

ジュレーム iP タラソリペア 補
修美容液シャンプー&補修美
容液トリートメント 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 

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        ②       ③       ④        ⑤        

2022年 3月 1日出荷 「ジュレーム iP」 

新商品 9品目 13品種 
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 商品名 容量 特長 

⑪  

ジュレーム iP タラソリペア 集
中保水美容液ヘアマスク 
販売名：ジュレーム リペア ヘ
アマスク 

230g 
特に傷んだパサパサ髪も、ハイドロパック処方でうるおいあふれるツヤ髪

へみちびくヘアマスク。毛先までしっとりまとまります。 

⑫  

ジュレーム iP タラソリペア コ
ンセントレートヘアマスク 
販売名：ジュレーム リペア コ
ンセントレートヘアマスク 

200g 
枝毛・切れ毛をくり返す傷み切った髪も、指どおりが実感できるヘアマス

ク。ツルンとまとまります。 

⑬  

ジュレーム iP タラソリペア イ
ルミネートヘアオイル 
販売名：ジュレーム リペア イ
ルミネートヘアオイル 

80mL 
傷んでくすみがちな髪も、瞬時に染めたてのような透明感のあるツヤ髪

へみちびくヘアオイル。デイリーダメージから髪をまもります。 

 
 
 

 

※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。
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