


クセ特有の質感にアプローチ。

うるおい浸透の美容液ケアで

おさまる、動く、みずみずしい髪へ。

気になるクセのパサつきやゴワつきに。

内部はうるうる、表面はさらさら。注目のグリーンナッツオイル配合。

パサついて乱れがちな質感にアプローチ。
保湿力にすぐれ、なじみの良いグリーンナッツ
オイルが髪の内部まで浸透。みずみずしいうる
おいを保ちつつ表面はさらっと仕上がる乾性油
の特性により、髪1本1本が整い、時間の経過や
湿度による質感の変化をやわらげます。

南米の熱帯雨林に育つ、
星型の実が特徴の植物、グリーンナッツ。

グリーンナッツオイル
〈全品共通〉

乾性油 : 空気に触れて乾燥が進むプロセスで、重合
反応を起こしてポリマー化する性質をもち、さらさ
らでなめらかな質感に導きます。一方で、一般的に
使われる不乾性油は表面がベタつきやすく、重く残
ることがあります。　

クセを無理におさえるのではなく、内部からしなやかで扱いやすい質感に。

前向きなクセ対応の質感ケアラインが「イオセラム」。

髪の芯にも、表面にも、うるおい浸透力に優れた美容液の効果で

乾燥や摩擦で傷みやすいデリケートな髪を上手に整え、

ふくらみやすく重くなりがちなクセを、軽やかにおさまりやすくコントロール。

さらに毛先まで、みずみずしく輝く憧れのツヤをしっかりチャージ。

クセならではの魅力を引き出し、活かす、新発想のセラムケアで、

お客様の気持ちのいい笑顔とともに、ヘアデザインをより美しく。
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〈イメージ図〉

ふわふわに泡立って、
クセのある髪も地肌も
洗いやすく、清潔に。

cream
イオセラム クリーム

毛先まで均一に整えながら、
芯からうるおいで包み込みます。

cleansing
イオセラム クレンジング

クリーミーなコクのある泡でやさしく地肌と
髪を洗い上げ、根元から素直な髪に整えます。

シリコーンフリー

髪1本1本まで、
手触りなめらか。

軽やかにおさまりやすく。

パサつきや広がりには、
週に1～2回の集中補修で
髪にリッチないたわりを。

さらっとした仕上がり感で
気になる毛先まで

つややかな光沢がアップ。

mask
イオセラム マスク

ハイダメージでふくらみやすい髪を、
芯からうるおいで包み込みます。

oil
イオセラム オイル

ゴワつきやすい髪をつややかにおさめ、
みずみずしい感触を持続させます。

シャンプー ヘアトリートメントヘアトリートメント

根元からのクセで洗いにくい
地肌と髪にアプローチ。摩
擦やダメージを受けやすい
髪を濃密アミノ酸系洗浄成
分でやさしく洗浄。

乾燥して傷みやすい髪にア
プローチ。ナノサイズのう
るおい成分がジェル状に変
化し、毛先までみずみずし
く包み込みます。

包む洗う

クセの質感を内部から整える美容液ケアで、扱いやすく。
グリーンナッツオイルを全品に配合し、

髪に不足しがちなうるおいとツヤ感をたっぷりチャージ。

ナノジェル
〈クリーム、マスク〉

濃密アミノ酸系洗浄成分
〈クレンジング〉

洗い流さないヘアトリートメント
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親水基疎水基

従来のアミノ酸系活性剤
（ココイルメチルタウリンNa）

Wアミノ酸系活性剤
（ラウロイルメチルβ-アラニンタウリンTEA）

ナノジェル

南米の熱帯雨林に育つ、星型の実が特徴の植物。
この実の種から得られるオイルは、抗酸化作用や
保湿力にすぐれ、安定性も高いという特性をもっています。
さらに体内ではつくることのできない
必須脂肪酸「ω（オメガ）3」の含有率が非常に高く、
「若さの実」と呼ばれ、美容や健康に良いとされています。APPLE ROSE GREEN CASSIS

グリーンナッツとは̶ますます高まる自然なアロマ嗜好に̶
軽やかで透明感のある、フローラルグリーンの香り
フェミニンで透明感がありながら、ほんのりフルーティな甘さを感じ、
お客様の気分も明るく、リフレッシュ＆リラックス。
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クセ毛の特性と適切なケア
クセ毛は、直毛との内部構造の違いから、様々なトラブル要因を受けやすい性質を持っています。

その特性を理解することで、適正なケアアドバイスへとつながります。

自然なニュアンスや自分らしさを楽しみながら、
ヘアデザインをより美しく。

 こんな方におすすめ

クセ毛の抱える問題

不均一でゆがみがある、
クセ毛の断面図

クセの内側：疎水性

クセの外側：親水性

時間経過による髪の水分量と質感の変化

扱いにくさは感じるけど、ストレートパーマをかける程の強いクセじゃない。

髪全体のふくらみはおさめたい。でも、自然な軽さやニュアンスは気に入っている。

クセがあると、髪が傷んで見えるし、パサついていてツヤも出にくい。

きちんとケアしても時間が経ったり、湿度変化のせいですぐに質感が変わってしまう。

毛先までみずみずしく、なめらかな質感に整うなら、実はクセ毛って悪くないかも！

○ 地肌がキレイに洗いにくい
根元にうねりがあると、泡が行き届きにくく、
毛穴の詰まりやニオイの原因に。

○ 髪にダメージを受けやすい
毛髪断面に不均一なゆがみがあるため、外部摩擦や
髪同士の摩擦を受けやすく、ゴワつきの原因に。

クセ対応の正しいケアを

○ クリーミーなコクのある泡で、
　地肌から洗いましょう
洗いにくい地肌を、すみずみまで届くきめの細かいたっぷりの泡で、
きれいに洗うことが大切です。

○ 髪に負担を与えずに、ダメージを進ませない
ダメージを受けやすいクセ毛を、からませずにやさしく
なめらかに洗いあげることと、摩擦から守り、
内部までケア成分を均一に届けることが重要です。

○ 髪の内部から水分量を保ちましょう
髪内部の水分量をしっかり保って表面をさらりと軽やかに
整えることで、時間経過後の変化からも守り、
つややかで扱いやすい髪の状態が続きます。

○ 水分の影響により、髪の状態が
  変わりやすい
疎水性の高い部分と親水性の高い部分が存在。
湿度の影響を受けやすく毛髪内部の水分量も
かたよるため、極端にふくらんで重くなったり、乾燥して
突然髪がパサつくことも。さらに髪1本1本の
面が乱れることでツヤも不足し、扱いにくい状態に。

〈イメージ図〉

ウェット

ドライ シャンプー
トリートメント 完全ドライ乾ききる直前

理想
状態

○ゴワゴワ
○パサパサ
○ツヤなし  
○ふくらむ

○やわらか
○うるうる
○なめらか  
○つやつや IAU HOME CAREIAU CELL CARE IAU LycomintIAU essence

クッション泡で正しく洗って、地肌も髪も「すっぴ
ん」に。毛先まで、ツヤ密度アップのケア成分を。
地肌、髪の仕上がりで選べるラインナップ。

エイジング地肌の気になるニオイやベタ
つきに、さわやかに対応。頑固な皮脂を
やさしく落として、地肌と髪にうるおい補給。

ダメージとエイジングに対応し、
髪の基礎体力を本質的に整える
パーソナル対応のヘアエッセンス。

ダメージ、地肌、エイジング――お客様が
望まれる3つのケアを、１つに集約。細胞
レベルから着目したシステムトリートメント。

イオホームケアイオセルケア イオエッセンス イオリコミント

つややかで扱いやすいヘアコンディションが導く美しいスタイル。

お客様を明るい満足でみたす「髪の輝き」には、

その根本となる、地肌からのケアが欠かせません。

サロンケアと日々のホームケアで、髪にも、地肌にも

たっぷりのケア成分を届け、多彩なデザインを楽しみやすいコンディションへ。

さらには、気になるベタつき対応や、ニーズの高いクセの質感ケアなど、

サロンならではの高機能にこだわった

ヘアケアシリーズ「イオ」が、無限の輝きをかなえます。

「IAU：イオ」無限なる輝き
I infinity　無限

AU aurum　輝くもの

地肌も、髪も、トータルにケアして、

いきいきと美しい輝きを育む「イオ」

未来へ続く輝きサイクルを見つめた「イオ」
TECHNOLOGY POLICY

地肌へのこだわりから、美しい髪の基礎を より進化したアプローチで、ダメージを補修

〇毛先まで働きかける先進のテクノロジー
繊維成分や脂質成分を毛髪内部へ届けてまもるためのメカニズム
「ファイバーコンプレックス作用」「疎水化コントロール」など、本質的な
ダメージ補修へのアプローチを進化させ続けます。

〇ツヤ密度を高める、独自配合のCMCカクテル
健康な毛髪にみられるCMC脂質を、3種の類似脂質でカクテル配合し
た独自のメカニズム。浸透、定着にすぐれた液晶構造を再現したテクノロ
ジーで、エイジングを含むさまざまなダメージに対応します。

〇植物由来100%の洗浄成分を、肌質に応じて
スキンケアと同じように、肌質に合わせて選べるシャンプーには、それぞれ
のタイプに適した100%植物由来の洗浄成分を配合しました。やさしい
洗い心地と、すっきり地肌から汚れを取り除く理想の泡を追求します。

〇地肌をいたわるシリコーンフリー
髪のすべりを良くして、摩擦からまもるシリコーンも、地肌にはニオイや
ベタつきのもととなることも。美しく輝く髪は地肌から。シャンプーと地
肌用トリートメントは、地肌にやさしい使い心地のシリコーンフリーです。
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繊維成分や脂質成分を毛髪内部へ届けてまもるためのメカニズム
「ファイバーコンプレックス作用」「疎水化コントロール」など、本質的な
ダメージ補修へのアプローチを進化させ続けます。

〇ツヤ密度を高める、独自配合のCMCカクテル
健康な毛髪にみられるCMC脂質を、3種の類似脂質でカクテル配合し
た独自のメカニズム。浸透、定着にすぐれた液晶構造を再現したテクノロ
ジーで、エイジングを含むさまざまなダメージに対応します。

〇植物由来100%の洗浄成分を、肌質に応じて
スキンケアと同じように、肌質に合わせて選べるシャンプーには、それぞれ
のタイプに適した100%植物由来の洗浄成分を配合しました。やさしい
洗い心地と、すっきり地肌から汚れを取り除く理想の泡を追求します。

〇地肌をいたわるシリコーンフリー
髪のすべりを良くして、摩擦からまもるシリコーンも、地肌にはニオイや
ベタつきのもととなることも。美しく輝く髪は地肌から。シャンプーと地
肌用トリートメントは、地肌にやさしい使い心地のシリコーンフリーです。
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