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地肌へ。毛先へ。

“弾力”を生み出す『イオセルケア』。

ダメージケア、地肌ケア、そしてエイジングによる

コンディションの変化にアプローチし、

さらに深まるお客さまのニーズを満たす

新たなサロンメニューをご提案します。
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地肌 髪

20代後半から
30代前半がピーク

フランスの海岸松の樹皮から抽出した多機能性成分。カテキンなどのフラボノイドや海のミネラルを豊富に含み、

お肌のエイジングケアにおいても注目されている成分です。
天然の多機能ケア成分  ピクノジェノール®

エラスチンは、コラーゲン、ヒアルロン酸に続く真皮3大成分の 1 つで、20代をピークに急激に減少します。

コラーゲンを支える弾性繊維と呼ばれ、ハリや弾力を保つのに重要な役割を果たしています。
弾力を保つための重要成分  エラスチン

＜イメージ図＞

[ 髪 ]
地肌と同様に、髪の弾力もダメージとエイジングにより日々
低下します。さらに、タンパク質や脂質の減少とともに髪の
結合水も減少し、うるおいも低下していきます。うるおいと
弾力が失われると、髪のツヤやコシがなくなり、美しいヘア
デザインが保てなくなります。

＜イメージ図＞

[ 地肌 ]
ダメージやエイジングにより、地肌の弾力は低下し、根元の
ボリュームが出にくくなり、ヘアデザインにも影響を与えます。
また、保水力の基礎となる結合水が失われることでうる
おい不足となり、角質層のバリア機能が低下し、地肌トラブ
ルの原因にもなります。

地肌と髪の変化によって「うるおい」と「弾力」が失われてしまうと？

＜イメージ図＞

ファイバー成分

アクアフィルム

エラスチン

アボカドオイル
水分

CMCカクテルδ

髪の内部に弾力を与える繊維や
脂質をしっかりと定着させな
がら、表面はうるおいを含んだ
やわらかなアクアフィルムで
コート。髪の内部と表面に、同時
にうるおい弾力構造をつくり、
髪全体をまもります。

髪の内部と表面に
うるおい弾力構造をつくる、
〈デュアルフィックス作用〉。

髪

＜イメージ図＞

エラスチン

コラーゲン

線維芽細胞

ヒアルロン酸

角質層
表皮

真皮

マトリックス

すこやかな地肌

地肌にたっぷりのうるおいを
与えて、エイジングによる
弾力低下から保護。地肌が
まもられることでマトリックス
が整い、結合水を蓄えられる
うるおい弾力構造へと導き
ます。

保水力を整えて、
美しい髪を育む
健康な地肌をつくる。

地肌

各40mL

○アクアフィルム＜うるおいコート成分＞：
　保護、保湿　
○CMCカクテルδ（デルタ）
　＜熱反応型ツヤ密度成分＞：保護
○[S]シルクPPT誘導体：保護
　[M]メドウフォーム油：保護

イオセルケア 5S /イオセルケア 5M
弾力コート補修

S（シルキー）：すべすべ軽やか / M（メルト）：うるうるしっとり

500mL・1000mL（リフィル）

○アクアフィルム＜うるおいコート成分＞：
　保護、保湿
○アボカドオイル：ツヤ　
○ホホバエッセンス：なめらか保湿　
○マカデミアナッツオイル：保湿

イオセルケア 4
弾力結合＆コート

各 500mL・1000mL（リフィル）

○CMCカクテルδ（デルタ）
　＜熱反応型ツヤ密度成分＞：保護
○アボカドオイル：ツヤ　
○疎水化成分：保護　
○[S] シルクPPT 誘導体 ：保護  
　[M]メドウフォーム油：保護

イオセルケア 3S / イオセルケア 3M
弾力脂質導入

S（シルキー）：すべすべ軽やか / M（メルト）：うるうるしっとり

150mL・500mL（リフィル）

○エラスチン：弾力　
○ファイバー成分：保護　
○リピジュア®：保湿　
○ケラチン：保護

イオセルケア 2
弾力繊維導入

500mL・1000mL（リフィル）

○エラスチン：弾力　
○ピクノジェノール：保湿　
○リピジュア®：保湿　
○コラーゲン：保湿、泡質向上　
○ヒアルロン酸：角質層保護、保湿
○セラミド：保湿　○ケラチン：保護

イオセルケア 1
弾力基礎保水

週に1回のホームトリートメント

地肌、髪、エイジングにアプローチし「うるおい弾力構造」をつくる、イオセルケアのトリートメントシステム。
地肌から弾み、毛先までみずみずしくなめらかなツヤ髪へ。

◆LINE UP & MECHANISM ーラインナップ & メカニズムー

年齢とともに、
地肌や髪の状態が

変化した気がしている。

心地よさに加えて、
地肌へのケア効果を
実感したい。

いつものダメージケアに加えて、
気軽に地肌ケアメニューを

してみたい。

こんなお客さまにお勧めいただけます

Q.いま、自分に必要だと感じるケアは何ですか？

お客さまはダメージ、地肌、エイジングのケアを同時に行いたいと思っています。

すでに定着しているダメージケアメニューに加えて、快適性をとも
なう地肌ケア、そして年齢に応じた変化に応えるエイジングケア。
これら３つのケアを同時にかつシンプルに、心地よいプロセスで
かなえるメニューが、多くのお客さまに求められています。

エイジングケアは、40代以降のお客さまを対象とした悩み対応
から、20 ～ 30 代における予防意識へとニーズが広がってきて
います。その背景には、スキンケアにおけるエイジングケアの定着
とともに、地肌と髪の変化が実感されはじめていることがあり、
サロンメニューへの大きな期待として現れています。

全部ケアしたいけどお金が・・・

あまり時間をかけたくない

サロンメニューにおけるエイジングケアへの関心が、20代から高まっています。

すでに定着しているダメージケアに加えて、実施率が高まっている地肌ケア。
そして20代からの予防意識が急速に高まりつつあるエイジングケアに着目しました。

地肌
エイジング
髪

ホームトリートメント

Step 5Step 4Step 3Step 2Step 1

1プロセス3ケア

これからのサロントリートメントは、1プロセス3ケアへ。

イオセルケアは、地肌と髪、そしてエイジングのケアをシンプルで充足感の高いメニューで実現します。

◆CONCEPT ーコンセプトー
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シャンプー

Step  1

施術時間： 10分～

施術時間： 10分～

地肌

髪

Step  2 Step  4Step  3 Step  5

ホームトリートメント

・デリケートな地肌と髪を整えて、健やかなコンディションへと導きます。
・ヘアカラーをよりツヤやかに保ち、ウェーブやカールなどの弾力形成をサポートして、デザインをより美しく保ちます。

ホイッププロセス

地肌ケアのトライアルや、時間重視のお客さまに最適なお手軽メニュー。

お湯を加えてホイップすることで、
マッサージに適したクリーミーな性状に。
心地よい触感でお客さまの充足感を高めます。
操作性にも優れ、成分が地肌全体に均一に行きわたります。

Step  1

ホイッププロセスで地肌のコンディションを心地よく整えます。

　 クイックヘアトリートメント　
　　　　　　　　　　

短時間施術でも、3 ステップでツヤやかな弾力のある髪へと導きます。

○ホイップせずに、直接塗布して使用することもできます。

地肌ふんわり、毛先ぷるんとツヤやかに。地肌、髪、エイジングの３つのケアをシンプルにかなえます。

ホイップ
プロセス

ホイップ
プロセス プレーン

リンス

プレーン
リンス

プレーン
リンス

仕上げ

仕上げ

仕上げ

プレーン
リンス

プレーン
リンス

エッセンス

ヘアトリートメント エッセンス

エッセンス

イオセルケア 1

ホームトリートメント

シンプルプロセスで地肌と髪に、「うるおい弾力構造」をつくる基本メニュー。

ヘアカラー、パーマ後にもお勧めのメニューです。

◆MENU ーメニューー

Step  1 Step  2 Step  4Step 3 Step 5

シャンプー

シャンプー

シャンプー

　  イオセルケア トリートメント　
　　　　　　　　　　 

施術時間： 5分～

　  ホイップスパトリートメント
　　　　　　　　　

Step  1 Step  2 Step  4Step 3 Step 5シャンプー プレーン
リンス

ホイップ
プロセス 仕上げプレーン

リンス

ホームトリートメント

【トルケア（炭酸泉発生機）】

【YUME（シャンプー機器）】

神秘的な深い森の中をイメージ。すっきりとさわやかなハーブなどの天然精油のフレグランスが、心も肌も贅沢に満たします。
ステップに応じて、それぞれの香りが結びつき、サロンでの特別なひとときを演出します。

WATERY［ Step 1］ 
咲きたての花々のようなみずみずしい香り

camomi le   geran ium

FRUITY［ Step 3S/5S］凛として爽やかなすっきりとした香り
pass ionfru i t   　　　 l aure l

FLORAL［ Step 3M /5M］
洗練された上品さを表現した華やかな香り ylang ylang　  muguet

◆FRAGRANCE ー香りー

ヘアトリートメント

　  イオリコミント 清涼ホイップスパトリートメント　
　　　　　　　　　

心地よい清涼感とともに、酸化角栓をすっきり取り除く、地肌ケアメニュー。

すっきりと心地よく角栓を取り除き、イキイキとした地肌に整えます。

　  イオセルケア 炭酸トリートメント

機器と組み合わせることで、プロセス価値と実感度を高めるメニュー。

高濃度炭酸の力で余分な付着物を効果的に取り除き、トリートメントの浸透効果を高めます。
さらに、ターボモードにより、血行を促進しポカポカとした実感とともに地肌を心地よくケアします。

　  イオセルケア YUMEトリートメント

心身を満たす、アロマティックフォレストのフレグランス。

フルフラットベッドのシャンプー台での施術で、全てのプロセスをワンランク上に。
マッサージ時間をたっぷりとることで、リラクゼーションとともに贅沢な気分をお客さまに提供いただけます。

Step 5

【ナノプレッソ（加圧過熱ヘアスチーマ）】

Step  1 Step  2 Step  4Step 3シャンプー プレーン
リンス

ドライモード
（3分）

ウェットモード
（3分） 仕上げプレーン

リンス

ホームトリートメント

　  イオセルケア スチームトリートメント

ナノサイズの過熱水蒸気の力で、熱反応型のツヤ密度成分の浸透、定着が高まり、
しっとりとしたやわらかさとなめらかな指通り感がアップします。

ホイップ
プロセス

仕上げ

エッセンススキャルプトリートメント

プレーン
リンス

プレーン
リンス

施術時間： 5分～

ケアモード

ホイップ
プロセス
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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」。

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は、

地肌から毛先までのケアに、未来まで見すえたエイジングケアをプラスして進化しました。

サロンでのケアと日々のホームケアで、多彩なデザインを楽しめるコンディションへと導き、

いまから未来へと続く「輝きサイクル」をかなえます。

サロンメニューからホームケアまで、

未来の美しさへつながる「輝きサイクル」。

地肌・髪

地肌と髪、そしてエイジングを
ケアするトリートメントシステム

「イオセルケア」

本質的なダメージケアと
エイジングケアをかなえる髪の美容液

「イオエッセンス」

地肌のエイジングに。
心地よくうるおす清涼ケアライン

「イオリコミント」

地肌から正しく洗い、
毛先まで扱いやすく整えるシャンプー＆トリートメント

「イオホームケア」

「地肌＋髪＋エイジング」ケアをかなえる、イオセルケア トリートメント（10分 ~）。 
地肌ふんわり、毛先ぷるんとツヤやかに。ヘアカラーやパーマ後にもおすすめいただけます。

カウンセリング 仕上がりの質感に応じて、Step3 の〈 S：すべすべ軽やか / M：うるうるしっとり〉を選びます。

シャンプー

Step 1

地肌の状態に合わせて、イオ クレンジングでシャンプーし、軽く水気を切ります。
◎ やさしくすっきり汚れを取り除くシャンプーで、トリートメント前の地肌と髪を整えます。

ミディアム  60mL ： 30 mL
ロング      90mL ： 45 mL

使用量が不足しないように、ポンプは
ゆっくり押してください。

［使用量の目安］

ミディアム 10プッシュ  約30mL
ロング      15プッシュ  約 45mL

［混合比］  お湯 ： イオセルケア 1 = 2  ： 1

ホ
イ
ッ
プ
準
備

［お湯の目安ライン］
120mL（ミディアム2人分）
 60mL（ミディアム1人分）

ホイップカップにイオセルケア 1 を
入れます。

電源を入れずに、ホイップ
クリーマーで軽く混ぜます。

ホイップクリーマーを液につけたまま電源を入れ、泡立てます（約30秒）。
　 ホイップの飛散を防ぐため、電源が入ったままのホイップクリーマーを
　 液面から出さないでください。
◎ ホイップせずに直接塗布することもできます。

塗
布
・
な
じ
ま
せ

センター、両サイドにスライスをとり、ラインに沿って地肌に塗布します。
ネープ部分も地肌につくように塗布し、残ったイオセルケア 1を髪全体に塗布します。

マ
ニ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン（
約
2
分
）

◎ Step 2～4の定着をよくするため、髪にもしっかりとなじませます。

手のひらを使い、
地肌全体を包み
込むように柔捻
（じゅうねん）。

もみあげ部分から
トップにかけて、
円を描きながら
柔捻。

両手のひらで、
頭を大きく包み
込むように圧迫。

首のつけ根を
指圧してから、
トップにかけて円を
描きながら柔捻。

フェイスライン
からトップまで、
正中線に沿って
指圧。

フェイスライン
から耳うしろに
かけて軽擦（けい
さつ）。

首のつけ根を
再び指圧し、トップ
にかけて軽擦。

〈 S：すべすべ軽やか / M：うるうるしっとり〉
を選び、使用方法をお伝えしながらお客さまに
お渡しします。

使い方
●シャンプー後、普段ご使用のトリートメントの代わりに
　使用します。（週に１回／約4回分）
●1回の使用量の目安はさくらんぼ粒2コ分（約10mL）です。

必要に応じてイオエッセンスを使用し、ドライ。
その後スタイリングをおこないます。

地肌を中心に洗い流し、タオルドライをします。
◎ Step 2へは、髪の水分量がタオルドライ直後の状態（絞っても水が滴らない程度）で進んでください。

毛先を中心によくもみ込みながら、中間までなじませコーミングします。

毛先を中心によくもみ込みながら、中間までなじませコーミングします。
◎ Step 3と同じ部分に同じ量（プッシュ数）を塗布してください。

プレーンリンス

指を通しながら、しっかりとプレーンリンスを
おこないます（約1～2分）。
　  流し残しがあると、仕上がりが重くなる場合があります。

プレーンリンス

仕上げ

Step 5

［使用量の目安］

ミディアム　18プッシュ  約  6mL
ロング　     30プッシュ  約10mL

Step 2

毛先を中心によくもみ込みながら、中間までなじませコーミングします。
◎ パーマ後の髪には、コーミングは控えてください。

［使用量の目安］

ミディアム　  6 プッシュ  約18mL
ロング　     10プッシュ  約30mL

Step 3

［使用量の目安］

ミディアム　  6 プッシュ  約18mL
ロング　     10プッシュ  約 30mL

Step 4

ホイップカップにお湯を入れます
（内側に目安ラインがあります）。

◆PROCESS /  TECHNIC ープロセス＆テクニックー
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Tài liệu lưu hành nội bộ

地肌へ。毛先へ。

“弾力”を生み出す『イオセルケア』。

ダメージケア、地肌ケア、そしてエイジングによる

コンディションの変化にアプローチし、

さらに深まるお客さまのニーズを満たす

新たなサロンメニューをご提案します。
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