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▶エッセンシャル６ピペット
▶エッセンシャル６セボシャンプーフケ、べたつき皮膚、乾燥皮膚、毛並み、悪臭に関するお悩みに
▶エッセンシャルムース洗い流し不要の洗浄ムース　フケ、べたつき皮膚、乾燥皮膚、毛並み、悪臭に関するお悩みに

▶アトップ７ムース敏感肌用　洗い流し不要の洗浄ムース
▶バイオバーム肉球や乾燥した鼻、非感染性の皮膚硬結に関するお悩みに
▶シカフォリア皮膚のダメージに関するお悩みに
▶エッセンシャルオト生理学に基づいたイヤークレンザー

▶パイオクリーンオト
繰り返す耳のお悩みに
衛生的な使い切り洗浄で耳の皮膚を浄化

▶パイオピペット
▶パイオクリーンスプレー
▶パイオクリーンシャンプー

バランスを崩してしまった皮膚のお悩みに
皮膚のフローラバランスを整えスキンバリアを再構築

▶パイオクリーンムース洗い流し不要　洗浄・浄化フォーム

NEW

NEW

▶アトップ７シャンプー敏感肌用　シャンプーNEW

▶アトップ７ピペットアレルギーを起こしやすい敏感肌のお悩みに、鎮静作用とスキンバリア再構築

▶アトップ７スプレーかゆみ、敏感皮膚等に関するお悩みに
NEW

NEW
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エッセンシャルムース

フケ、べたつき皮膚、乾燥皮膚、毛並み、悪臭に関するお悩みに
洗い流し不要の洗浄ムース

150ml

洗い流し不要で
清潔に！！

NEW

●洗浄作用
　ココイルリンゴアミノ酸Na
　サボンソウエキス

●脱臭作用のコントロール
　ウスニアバルバタエキス
　ニアウリ油

●皮膚に潤いを皮膚バリアを再構築し鎮静作用をもたらします
　麻実油
　ペポカボチャ種子エキス

洗浄ムースは洗い流す必要がないため、シャンプーの
間隔を空けることができ、無理なく手軽にスキンケア
を続けることができます。

使用前に振ってください。
手のひらに泡をのせてから、または動物の被毛に直接
塗ってください。できれば被毛の生え方に逆らって優
しくマッサージしてください。タオルを使って汚れを
取り除きます。乾かしてからブラシをかけます。
必要に応じて何度でも使用できます。

Essential Mousse®

使 

用 

例

日

シャンプー ピペット ムース

月 火 水 木 金 土

ご使用のめやす

使用方法動画▲

このサイクルで
継続した使用が

できます。

リッチの

リッチの

Na

洗い流して
ください

フケ、べたつき皮膚、乾燥皮膚、毛並み、悪臭に関するお悩みに

Essential 6®spot-on

Essential 6®Sebo Shampoo
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アトップ７シャンプー 200ml

アトップ７ムース 150ml

洗い流し不要で
清潔に！！

NEW

NEW

使用前に振ってください。
手のひらに泡をのせてから、または動物の被毛に直接塗ってください。
できれば被毛の生え方に逆らって優しくマッサージしてください。タ
オルを使って汚れを取り除きます。乾かしてからブラシをかけます。
週に２回の使用をお勧めします。

事前にぬるま湯で湿らせた動物の被毛にシャンプーを塗ります。マッ
サージを開始して、動物の体全体に十分な量の泡を作ります。少なく
とも２分間そのままにしておきます。次に、十分に洗い流したあとに
乾かします。週に１～数回の使用をお勧めします。

洗い流して
ください

ATOP 7®Shampoo

ATOP 7®Mousse

●洗浄作用
　植物由来グルコース
　ココナッツオイル

●かゆみのコントロール
　ヒメコウジ葉油とレモンティーツリーのエッセンシャルオイル
　ケーパー果実エキス

●皮膚に潤いを与えスキンバリアを再構築
　PCA
　必須脂肪酸リッチの麻実油 
　オシディック コンプレックス

鎮静作用をもたらすクレンジングクリームシャンプー鎮静作用をもたらすクレンジングクリームシャンプー

●洗浄・防臭作用
　ココイルリンゴアミノ酸Na
　サボンソウエキス
　ウスニアバルバタエキス

●かゆみのコントロール
　レモンティーツリーエッセンシャルオイル
　ケーパー果実エキス
　ビサボロール

●皮膚への潤いを与えスキンバリアを再構築
　植物由来グリセリン
　PCA
　必須脂肪酸リッチの麻実油

鎮静作用をもたらす洗い流し不要のクレンジングムース鎮静作用をもたらす洗い流し不要のクレンジングムース

使 

用 

例

日

シャンプー シャンプーピペット ピペットムース ムース

月 火 水 木 日 月 火 水 木金 土

ご使用のめやす

このサイクルで
継続した使用が

できます。

使用方法動画 ▲

スプレー

必要に応じて
使用して
ください。

リッチの

100％天然素材のアレルギー皮膚用のスポットオン剤
毎日の必須脂肪酸の経口摂取の代用にできます。
エコデザインのパッケージ

スポットオン方式でアレルギーを起こしやすい敏感肌を鎮静し、
スキンバリアを再構築します。

アトップ７ピペット ４本入りNEW

使用上の注意
週１ピペット、必要な限り継続して使用

主要成分の特徴
●鎮静成分

ウコン根油　ヒメコウジ葉油　クスノキ木油
　エッセンシャルオイルが豊富で相乗効果
ビサボロール

●保湿とスキンバリアの再構築
麻と小麦の種子油：EFA（必須脂肪酸）が豊富
小麦植物性セラミド

●浄化成分と抗酸化成分 
ニームの葉の抽出物 
エッセンシャルオイル　ティーツリー
植物性ビタミンE

ATOP 7®spot-on

ATOP 7®Spray
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生理学に基づいたイヤークレンザー

Essential Oto®

PYOclean®Oto

の

肉球や乾燥した鼻、非感染性の皮膚硬結に関するお悩みに

Dermoscent BIO BALM®

Cicafolia®
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生理学に基づいたイヤークレンザー

Essential Oto®

PYOclean®Oto

の

肉球や乾燥した鼻、非感染性の皮膚硬結に関するお悩みに

Dermoscent BIO BALM®

Cicafolia®
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必須脂肪酸リッチの麻実油

NEW パイオクリーンムース

●抗菌・抗バイオフィルム作用
Ｎ-アセチルシステイン
マヌカとラバンジン油のエッセンシャルオイル
プロポリス

●皮膚に潤いを与え
　スキンバリアを再構築
植物由来グリセリン
必須脂肪酸リッチの麻実油

●鎮静作用
ハチミツ
ラバンジン油のエッセンシャルオイル
アラントイン

●洗浄・脱臭作用
ココイルリンゴアミノ酸Na
サボンソウエキス
ウスニアバルバタエキス

150ml

洗い流し不要で
清潔に！！

洗い流し不要　洗浄・浄化フォーム

使用前に振ってください。
手のひらに泡をのせてから、または動物の被毛に直接塗ってください。
できれば被毛の生え方に逆らって優しくマッサージしてください。タ
オルを使って汚れを取り除きます。乾かしてからブラシをかけます。
週に2回の使用をお勧めします。

洗い流して
ください

使 

用 

例

日

シャンプー シャンプーピペット ピペットムース ムース

月 火 水 木 日 月 火 水 木金 土

ご使用のめやす

使用方法動画▲

このサイクルで
継続した使用が

できます。

PYOclean®Shampoo

PYOclean®Mousse

作用

必須脂肪酸リッチの麻実油とアラントイン

必須脂肪酸リッチの麻実油とアラントイン

PYOspot®

PYOclean®Spray
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