
 

育毛プログラム 

もう薄毛で悩まない 



 

Viviscal Professional とは 
 
薄毛をあきらめないでください。Viviscal 
Professional ダイエタリーサプリメントは、専用の

成分で臨床的に証明された海洋性たんぱく質複

合体 AminoMar®を、科学に基づいた配合で含有し

ています。AminoMar®は現在ある髪の成長を内側

から促進します。Viviscal Professional は、切れ毛

や抜け毛になりやすい、薄くなった毛髪に栄養を

与えます＊。 
 
Viviscal Professional の長所 
• 7つの臨床試験が行われている唯一の育毛サプリメン

ト 
• 薬物は一切使用していません 
• 男性でも女性でも使えます 
 
 

臨床試験では、 
6 ヵ月間 Viviscal を摂取した人のうち 80％に、 

毛数の統計学的有意な増加がみられました＋。 



 

Viviscal Professional の成分 
 
Viviscal Professional には天然由来の高品質な成分が用い

られており、薬物は含まれておらず、毛包に内側から栄

養を与えます＊。 
 
Viviscal Professional の成分 
1. AminoMar®海洋性たんぱく質複合体は、本製品にとっ

て重要な海洋性の原材料から抽出されたものです。

Viviscal Professional サプリメントだけに用いられてい

る有効成分であり、現在ある髪の成長を内側から促進

します。 
 
2. リンゴ抽出物粉末（プロシアニジン B2）は、髪の密

度および直径を増加させることが確認されている重

要な成分で、髪の成長を促します＊。 
 
3. ビオチンは、健康な髪の成長に欠かせない成分で、炭

水化物や脂質、アミノ酸の体内での代謝を助けます。

アミノ酸はたんぱく質の構成成分で、髪の構造を作る

のに不可欠なものです。 
 
4. ビタミン C は髪と皮膚をフリーラジカルから守りま

す。 
 
5. L-シスチンと L-メチオニンは、髪と皮膚を作る必須ア

ミノ酸で、髪の成長に良い効果をもたらします＊。 
 
 
最近の臨床試験では、Viviscal を摂取した人に QOL（生活

の質）調査で有意な改善がみられました＋。 

全体的な髪の成長 全体的な毛量 

頭皮の被覆率 髪の太さ 

髪の強さ 全体的な頭皮の健康 



 

Viviscal Professional が効果を発揮するしくみ 
 
Viviscal Professional サプリメントは、4 段階を経て髪に内

側から栄養を与えます。個人の毛周期にもよりますが、

早ければ使用開始から 3 ヵ月で効果を実感できます＊。 

第 1 段階 
配合されている栄養素や海洋性た

んぱく質複合体を継続的に摂取す

ることで、毛包に栄養が与えられま

す＊。 
 
第 2 段階 
栄養状態の改善により、細く弱い髪

が強くなります＊。 
 
第 3 段階 
切れ毛や薄毛が減り続け、現在ある

髪の成長が促進されます＊。 
 
第 4 段階 
栄養素が十分にいきわたることで、

髪が以前よりも目に見えて強く、健

康で生き生きとしてきます＊。 

Viviscal Professional の推奨される使用法 
 
最大の効果を得るためには、Viviscal Professional の錠剤を

1 日 2 回で 6 ヵ月以上摂取してください。早ければ 3 ヵ月

で効果を実感できます。 

朝 1 錠、晩 1 錠を食後、水で服用します。 
 
その後は、必要に応じて 1 日 1～2 錠を服用してください。 
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臨床試験 
 
Viviscal Professional は、世界の一流の医師が実施

し、公表されている複数の臨床試験によって裏

付けられています。Viviscal は 1980 年代後半に

北欧で誕生しました。その有効性を証明した最

初の臨床試験は 1992 年に Journal of International 
Medical Research 誌に掲載されました。それ以降、

Viviscalサプリメントの有効性を証明するための

臨床試験が世界各地で数多く実施されてきまし

た。 

開始時 90 日後 

開始時 90 日後 

開始時 90 日後 

開始時 90 日後 

実際の Viviscal 群の患者［The Ablon Skin Institute（ASI）
Research Center）、Glynis Ablon, M.D. より提供］ 



 

お客様の声 
 

著名人や医師の Viviscal 
Professionalに関するコメントを

ご紹介します。 

ニューヨーク・タイムズ紙 
「ビオチンや鉄分など、栄養を十分に摂りましょう。

Viviscal はファッションモデルに人気のサプリメントで、

髪の健康を増進してくれます」 
 
Dr. David Kingsley、 
「ベリーショート、後悔と対策」 
TheNewYorkTimes.com 

「映画の仕事では、何度も何

度も髪をブローしたり巻い

たりするの。このサプリメン

トを飲んで髪の健康を保っ

てるわ」 
 
「Reese のマストアイテム」の
うちの 1 つが Viviscal。 
InStyle 誌 

「このサプリメントを

健康的でバランスのと

れた食事と一緒に摂れ

ば、健康な髪に必要な

栄養素を補給できま

す」 
 
Dr. Craig Ziering、 
New Beauty 誌 



 

「食生活に問題があるなら、海

洋性たんぱく質複合体の入っ

たサプリメントを毎日飲んで、

髪の主要な構成要素であるケ

ラチンの産生を促してくださ

い。また、カフェインを含む洗

い流さないトリートメントを

使ってもよいでしょう。毛包に

浸透して髪の成長を助けるこ

とが研究で示されています。

Viviscal ダイエタリーサプリメ

ントを試してみましょう」 
 
「20 代の薄毛をどう治す」 
InStyle 誌 

一流の著名人は、髪を内側から

改善するため、Viviscal ダイエ

タリーサプリメントに頼って

いる。Viviscal は海洋性たんぱ

く質複合体を含有し、髪の成長

を促進する＊。 
「ジセルにグウィネス、みんな

使ってるよ」とニューヨークの

著名人を担当するスタイリス

ト Harry Josh は語る 
 
「海が美の世界を変える」 
Harper’s Bazaar 誌 

「著名人のヘアスタイリスト

Danilo は、豊かな髪のために

Viviscal ヘアサプリメントを勧

めている」 
 
「美のプロが教える、 
素敵に見える方法」 
Shape 誌 



 

Viviscal®  
Professional 
育毛プログラム 
 
よくある質問 
 
Q： Viviscal Professional サプリメントは男女とも使えますか。 
A： はい。Viviscal Professional は男性、女性ともにお使いいただけ

ます。 
 
Q： Viviscal Professional サプリメントは誰でも服用できますか。 
A： Viviscal Professional は、魚介類にアレルギーをお持ちの方、妊

娠中もしくは授乳中の女性、または 18 歳未満の方にはお勧め

できません。 
 
Q： Viviscal Extra Strength と Viviscal Professional の違いは何です

か。 
A： Viviscal Professional 2 錠には、特許成分である海洋性たんぱく

質複合体 AminoMar®が Viviscal Extra Strength 2 錠よりも 50 mg
多く含まれています。また、Viviscal Professional にはリンゴ抽

出物粉末（プロシアニジン B2）や、効果の高い抗酸化成分で

ある L-シスチンと L-メチオニンが配合されており、髪に内側

から栄養を与えます。 
 
 
わずか 3 ヵ月で、ずっと望んでいた髪になれます。 

 
Viviscal Professional を始めたい方は、医師にご相談ください。 
 

 
 
 
 
 

本製品は、疾患の診断、治療、治癒および予防を目的としたものではありません。 
 


