


クセ特有の質感に新アプローチ

IAU SERUM ［イオセラム］

気になるクセを正しくケアして、
自分の髪と、もっと仲良しに！

クセ毛人口って、
実は多数！

自分の髪を「ややクセ毛」「かなりクセ毛」
と感じる女性は、なんと全体の65%。ゴワ
つき、パサつきは気になるけれど、クセ
ならではの自然なニュアンスを活かして、
可愛く巻いたり、軽く流れるアレンジが
楽しめるポジティブな長所に気づいてい
る人もたくさん！

どうしてクセって
扱いにくいの？ デイリーな

ケアの決め手は？

根元からのクセで洗いにくい地肌と髪を
やさしくきれいに洗うこと。そして、から
んでダメージを受けやすいクセのある
髪は、内部までうるおいを届けて、表面
は軽やかにさらっと仕上がるタイプのケ
ア成分でいたわり守ることが大切。自分
の髪質に合った質感ケアによって、つや
やかで扱いやすい、気持ちのいい髪が
続きます。

それは毛髪形状の特性からくるものです。断面
で見ると、直毛は真円（＝まんまる）に近く、一
方のクセ毛は、1本1本に不均一なゆがみのあ
る形状なので、扱いにくい。さらにクセ毛の内
部構造は、外側は水分を吸いやすく、内側は吸
いにくい2つの個性がミックス。だから湿度変
化の影響でふくらんだり、パサついたりと、質感
が変化･･･。髪そのものの特徴から生まれる現
象が扱いにくさの原因
だったんです。

クセ毛の断面図
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イオセラム クレンジング
〈シャンプー〉

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。

香りのカクテルを楽しんで！

ふわふわに泡立って、地肌まできれい。
ボリュームのある髪も洗いやすい！

週に1～2回の集中ケアで
ハードなダメージヘアもリッチにケア。

シリコーンフリー

 GRAPEFRUIT
LEMON

LEAFY GREEN
APPLE, CASSIS

 ROSE, JASMINE
LILAC, LILY, FREESIA

 WOODY
MUSK

 ［Note］フローラルグリーン

 LEMON
LEAFY GREEN
APPLE, CASSIS
HERBAL

 MUGUET, LOTUS
ROSE

 WOODY
MUSK
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［Note］フローラルグリーン

 ROSE, JASMINE
LILAC, LILY, FREESIA

泡の感触が
気持ちいい

透明感ある花々の香りに、アップル、カシスの
さわやかなアクセント。毎日のシャンプーが、
クセになるリフレッシュ時間に♪

イオセラム クリーム
〈ヘアトリートメント〉

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。

ドライヤーの後も手触りなめらか。
うるうるっとすんなり整う感じ！

うるおい感が
キープ

イオセラム マスク
〈ヘアトリートメント〉

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。

スペシャルケアに
ぴったり

イオセラム オイル
〈ヘアトリートメント〉

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。

気になる毛先まで
つややかな光沢がアップ

気分も上がる、
フルーティなハーモニー。
花々の香りに、アップルとカシスを効かせて、
みずみずしさをアップ。
ちょっぴりさえない日も、
気分がぱっと明るく晴れやかに。

女性らしくて、さわやか！
上品なジャスミンやリリー、
ローズが大人っぽくてフェミニン。
やさしく漂う軽やかな香りが
しあわせな気分に。

ふんわり香って、笑顔になれる！
クリーム＜ヘアトリートメント＞と
お揃いの自然なアロマで、
ハッピーに輝くうるつや髪を、
ほのかに甘い香りと一緒に楽しんで。

さらっと整って続くから、
自分の髪が好きになる！
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あなたの魅力を活かして、もっときれいに！
上手にクセと付き合う５つのポイント。

マッサージするように
地肌をきちんと
洗いましょう。

濡れたままの状態で
寝るのは
できるだけ避けて。

ドライヤーや
アイロン前には保湿と
保護のダブルケアを。

ハネる方向とは
逆にブローしましょう。

サロントリートメントの
スペシャルな
ごほうびを。

ケアの基本はシャンプーから。地肌のすみずみまで届く、濃密なクリーミー泡で、落ちに
くい汚れやニオイをやさしくしっかりオフ。からみやすい髪もなめらかに洗い上げて、
根元から素直な髪に整えて。

デリケートでダメージを受けやすいクセ毛には、日々のケアに加えて、サロンでのトリー
トメントもおすすめです。毛髪の内部にまでしっかり浸透するスペシャルなケア成分を
定期的に補給して、髪のコンディションを整えましょう。気になるエイジングには地肌ケ
アもおすすめです。根元から美しい「ぷるるんヘア」に。

右にハネたり、左にハネたり･･･、持ち前の自然なうねりがクセのチャームポイント。と
はいえ、ショートスタイルが寝グセっぽく見えたり、すんなりボブにアレンジしたい場合
は、ハネる方向とは逆にドライヤーを当てて、熱の力で左右のバランス調整。これも自
分の髪とおしゃれに仲良しになる簡単なコツ！

毛髪の表面が乾きやすい特徴をもったクセ毛は、熱に対してもやさしいケアが必要で
す。メイク前の肌をうるおすように、ブローやアレンジの前には、水分や油分をしっかり
チャージ。スタイルも決まりやすくなり、湿気などの環境変化からもプロテクトできま
す。

じつはとてもデリケートなクセ毛。濡れたままベッドに直行すると、断面に不均一なゆが
みのある毛髪の特徴も相まって、まくらとの摩擦や、髪同士の摩擦でよりダメージを受
けやすく、ゴワつきの原因に…（なるべく乾かしてからの睡眠を♪）。

IAU CELL CARE IAU HOME CARE

IAU essence IAU Lycomint

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
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。この実からとれるオイルは、保湿
力にすぐれ、なじみがよく、髪の内部まで浸透してうるおいをキープしてくれます。
オイルなのに、軽くてベタつきにくく、表面はさらっと気持ちのいい仕上がり感。髪1本1本が整い、時
間の経過や湿度によるクセ特有の変化もやわらげ、憧れの輝きをチャージ。美容液ケアで、毎日が
うれしくなる笑顔の髪に！

前向きなケアで、理想のデザインを。
未来へ続く「輝きサイクル」を見つめた「イオ」シリーズ。

〈イメージ図〉
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