


イオが目指すのは、輝きを髪1本 1本に与え、

美しいデザインへと導き、

その人自身の満ちあふれる美しさを育むこと。

サロンならではのクオリティにこだわったケアが、

地肌から髪まで、日々、美しく健康的なコンディションをまもり、

内 面から輝きと喜びで満たします。

その 髪 に 満 ちあふれ る、輝 き と喜 び。



「ＩＡＵ：イオ」　無限なる輝き

i inf inity ：無限
aurum ：輝くものa u



シャンプーから始まるすっぴんケア。



クセ＆ダメージにおさまり集中ケア

カラードヘアにやわらか集中ケア

集中ケア基礎ケア

地肌すっきり、髪なめらか

地肌・髪の仕上がりで組み合わせ ダメージに合わせてプラス

内面から扱いやすく整える

すべすべ軽やか

うるうるしっとり

ひきしめ仕上げ

さっぱり仕上げ

うるおい仕上げ

組み合わせで対応が広がる、シンプル×パーソナルなラインナップ

正しいシャンプーからヘアケアは始まります。

地肌から汚れを落として、コンディションを整えること。髪に負担を与えず洗い上げること。

そして、毎日使うものだから、やさしい使い心地であることが大切です。

洗顔後の素肌のようにすっぴんになった髪は、解放感に満ちあふれた気持ちのよい仕上がりで、

トリートメント成分を、たっぷりと受け入れてくれます。

やさしい泡質のシャンプーと、効果的なトリートメントで、

サロンならではのこれからのケア基準をイオが叶えます。

地肌すっきり、毛先まで扱いやすく。

すっぴんケアでいつまでも輝く髪へ。

地肌から髪まで気持ちよく

地肌からすっきり、
髪なめらかに洗い上げる
進化型シャンプー基剤

（スルホベタインブレンド）

欲しい毛先に
しっかり作用する
トリートメント機能

（疎水化コントロール）

日々、髪を扱いやすく



基礎ケア

やさしさから生まれたシャンプーで
美しさははじまる



汚れ

スルホベタインブレンドの泡
髪と地肌のための洗浄処方「スルホベタインブレンド」

肌質に合わせた3タイプの植物由来の洗浄成分で、

地肌はすっきり、髪はなめらかに洗い上げるシャンプー。

きめ細やかでクリーミーな泡が髪と地肌に行き渡り、

汚れをきちんと、心地よく取り除いて、

日々、清浄な地肌と

トリートメントを受け入れやすい、すっぴんの髪に整えます。

○ シリコーンフリー

◆やさしい泡で地肌からすっきりと洗い上がる。
◆シャンプー時の摩擦から髪をまもる。
◆泡切れが早く、肌へのぬるつきが少ない。*

洗浄成分の助剤としてスルホベタインを加えること
で、泡の膜が電荷的に強固となり、壊れにくくきめ細
やかでクリーミーな泡が生まれます。

泡質を細やかでクリーミーにすることで、洗浄成分（主剤）の働きを
サポート。健康的な地肌と美しい髪に整える処方です。

＜シャンプー＞

ベタつきが気になる地肌をしっかり洗う、ひきしめ仕上げ

洗浄成分 : ココナッツアミド系　 ＋ スルホベタイン

◯ グレープフルーツグリーンの香り  ☆メントール配合でおだやかな清涼感

ノーマルタイプの地肌をすこやかに洗う、さっぱり仕上げ

洗浄成分 : 酸性石けん系　 ＋ スルホベタイン
◯ フローラルグリーンの香り 

乾燥が気になる地肌をしっとり洗う、うるおい仕上げ

洗浄成分 : アミノ酸系　 ＋ スルホベタイン
◯ ローズグリーンの香り 

スルホベタイン

主剤

* 当社従来品比

空気

＜イメージ図＞



ケア成分
疎水化成分

疎水化コントロール

ケア成分

親水化状態

ダメージ部分を疎水化しながら、ケア成分を毛先まですばやく均一に届けます。

リッチに配合された保湿力の高いハチミツと、ツヤ密度を高めるCMCカクテルが効果的に働き、

内面から整え、扱いやすくなめらかで美しい髪に仕上げます。求める質感に応じた２アイテム。

毛先の基礎体力を整える処方「疎水化コントロール」

＜ヘアトリートメント＞

ダメージ部分を疎水化することで、ケア成分を欲しい部分に
効果的に作用させる処方です。

ダメージが進んだ髪は、毛髪成分の流出により、水となじみが良い親水化状態
にあるため、油分で構成されるケア成分が定着しにくくなります。
疎水化成分がダメージ部分に働きかけ、毛髪の状態を均質化することで、
ケア成分を受け入れやすくします。

毛先までうるうるしっとり、まとまりよく扱いやすい髪に
保護成分 : メドウフォーム油
◯ ローズグリーンの香り

毛先まですべすべ軽やか、指どおりよく扱いやすい髪に
保護成分 : シルクPPT誘導体
◯ ローズグリーンの香り

＜イメージ図＞

基礎ケア

日々感じる、

内面から育まれる

扱いやすい髪。



集中ケア

＜ヘアマスク＞

クセにより湿気やダメージの影響を受けやすい髪を、

内面からバランス良く整えます。

濃密リピッドベースが、疎水化しながら集中的にケアし、

毛先まで心地よい髪に仕上げます。

カラードヘアをやわらかくつややかに。

クセ＆ダメージヘアを
毛先までおさまりよく。

日々受けるダメージによりごわつきがちなカラードヘアを、疎水化

しながら集中的にケア。

12 種類の植物由来オイルをはじめとする濃密リピッドベースが髪

の内、外に働きかけ、やわらかくつややかに整えます。

◆ダメージの状態に合わせて、週1～2回がご使用の目安です。 
◆根元に多量に使用するとベタつくことがあります。また、持続性があるため、連用の必要はありません。
◆イオ クリームとの同時使用は不要です。
　

シャンプー後、毛先中心に塗布し、全体になじませた後3分ほど置き、すすぎます。

（週１～２回）

＜ご使用方法＞

＜ヘアマスク＞



Grapefruit, Orange, Green

Rose, Muguet

Musk

Bergamot, Green

Muguet, Jasmine, Green Rose

Amber, Musk

Chamomile, Green

Geranium, Rose

Amber, Musk

（助剤） スルホベタイン

保護成分：甘草エッセンス

すっきり感をサポートする
グレープフルーツグリーン

さっぱり感をサポートする
フローラルグリーン

うるおい感をサポートする
ローズグリーン

● オイリー地肌の方に

（ひきしめ成分）
シイクワシャー果皮エキス、

メントール

（主剤）
ココナッツアミド系

（主剤）
酸性石けん系

（主剤）
アミノ酸系

● ノーマル地肌の方に

（清浄成分）
カミツレエキス

（保湿成分）
リピジュア

●ドライ地肌の方に

◎ ◯ ◯

香 り

洗浄成分
＜植物由来 100％＞

洗浄力

対　象

地肌ケア成分

IAU cleansing

地肌ひきしめ、
髪なめらか

IAU cleansing

地肌さっぱり、
髪なめらか

IAU cleansing

地肌うるおい、
髪なめらか

イオの香りは、ピュアでナチュラルなイメージのグリーンをブレンドした、それぞれの使い心地をサポートする香調です。

※フレッシュメントは洗浄力が高いため、ダメージが特に進んだ髪に使用すると、キシみが強く感じられる場合があります。

基礎ケア

集中ケア

＜シャンプー＞

基礎ケア



Fresh Green, Cassis, Prune

Rose, Geranium, Carnation

Powdery, Woody, Amber, Musk

Lemon, 
Fresh Green, Apple, Peach

Tea Rose, Geranium

Powdery, Woody, Amber, Musk

Fresh Green, Cassis,
Peach

Rose, Geranium

Woody, Amber, Musk

Passion Fruit, Strawberry

Rose, Violet Leaf

Musk, Sandalwood, Amber

（保湿成分）ハチミツ
（ツヤ密度成分）CMCカクテル

（保護成分）ジステアリルジモニウムクロリド、 アルキル（C12 ,14） オキシヒドロキシプロピルアルギニンHCI

対　象

しっとりと落ち着きを感じる
ローズグリーン

軽やかさを感じる華やかな
ローズグリーン

すべすべ軽やか、扱いやすく

（保護成分）
シルク PPT誘導体

うるうるしっとり、扱いやすく

（保護成分）
メドウフォーム油

香　り

疎水化成分

ケア成分

リッチな濃密感を感じる
ディープローズグリーン

カラードヘアに
やわらか集中ケア

【濃密リピッドベース】

香　り

疎水化成分

カラーケア成分

ケア成分

（保護成分）ヒマワリ種子エキス

＜ヘアトリートメント＞

＜ヘアマスク＞

●軽やかな仕上がりを求める方に ●おさまりのある仕上がりを求める方に

（ツヤ密度成分）CMCカクテル
（保護成分）グルテン

さわやかな濃密感を感じる
フルーティローズグリーン

クセ＆ダメージに
おさまり集中ケア

【濃密リピッドベース】

（ツヤ密度成分）CMCカクテル
（おさまり成分）アルギニン、グリセリン

（保護成分）　オレス－2
　　　　　　ジステアリルジモニウムクロリド

（保護成分）ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス-2、
　　　　　　ジステアリルジモニウムクロリド

集中ケア




