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Victory 
もっと濃く、豊かな髪へ 



 

科学に裏付けられた 

Viviscal Professional 

 
Viviscal は、すべての人に美しい髪を持つ資格があ

ると考えています。 

 

当社は過去 25 年にわたり毛髪の研究を行ってきて

おり、世界で最も臨床的な裏付けの多い育毛サプリ

メントを開発したことを大変誇りとしています。 

 

Viviscal は、世界の一流皮膚科医によって実施され

た 9 つの臨床試験で効果が証明されています。 



 

Viviscal professional 

とは 

Viviscal Professional は、髪の健康的な成長を内側からサ

ポートする臨床的に証明された育毛サプリメントです。

科学に基づいた配合で、特許成分である海洋性たんぱく

質複合体 AminoMar C™のほか、ビオチンやリンゴ抽出

物を含有しています。 

 

1日 2錠を 6ヵ月以上服用することが推奨されています

が、使用されたほとんどの方が 3～4 ヵ月で違いに気付

きます。 

Viviscal の 

有効性は 9 つの

科学的な試験に

より裏付けられ

ています 



 

健康な髪の成長に影響

するもの 

髪の健康と髪の成長は、次のようなさまざまな要因の

影響を受けます。 

 

 産後 

 閉経 

 遺伝 

 ストレス 

 薬の使用 

 栄養不足 

 スタイリングのやり過ぎ 

 髪のエクステ 

 化学処理 

 老化 

 

髪は、特定のたんぱく質、ビタミン、ミネラルの供給が

豊富にあって力強く成長します。体の他の部分と同じよ

うに、髪が強く健康であるかはバランスのとれた食事と

生活習慣によって決まります。今日摂っている栄養が、

髪の毛が生える源である毛包を養う助けとなっている

のです。 

知っていましたか？ 

 平均で、髪は 1 ヵ月に 10 mm 伸びます。 

 毛包は頭皮に約 4 mm 埋まっています。 

 毛乳頭細胞（毛包の根元）は血流を通して栄養

を得ています。 



 

93％ 

の人が Viviscal を友人や家族に勧める

と回答* 

2015 年 2 月 16 日 www.viviscal.com において購入者が回答した有効データ 

http://www.viviscal.com/


 

健康な髪の毛周期を 

理解する 

髪は、毛包の根元で血管から成長に必要な栄養をもらっ

ています。成長の開始からその何年後かに抜け落ちるま

で、1 本の髪は成長期、退行期、休止期、抜け毛期の 4

つのステージを経ます。 

 

すべての髪はこの周期のいずれかのステージにありま

す。時が経つにつれ、成長期は短くなり、そのため周期

を終えるごとに、髪は弱く薄くなってしまうのです。こ

のため、正常で健康な髪の成長を維持するには、特定の

栄養素が豊富な食事を摂ることが重要です。 

1. 成長期 

（成長ステージ） 

2. 退行期 

（移行ステージ） 

4. 抜け毛期 

（新たな毛髪ステ

ージ） 

3. 休止期 

（休止ステージ） 



 

1. 成長期（成長ステージ） 

成長期は 2～7 年続き、髪の長さが決ま

ります。 

 

2. 退行期（移行ステージ） 

退行期は移行期であり、約 10 日間です。

毛包が縮小し毛乳頭から離れます。 

 

3. 休止期（休止ステージ） 

約 3 ヵ月間の休止期には成長しません。 

 

このステージでは髪の成長が止まり、古

い髪は毛包から離れます。髪の約 10～

15％はこの時期にあります。 

 

4. 抜け毛期（新たな毛髪ステージ） 

抜け毛期は休止期の一部で、古い髪は抜

け落ち、新しい髪は成長期を開始しま

す。休止期の 1％の髪は抜け落ちますが、

これは正常な抜け毛であると考えられ

ています。 

髪が休止期に入るのが早すぎると、抜け

毛が過剰になり、薄毛が目立つようにな

る可能性があります。 



 

AminoMar C™の 

原点 
 

AminoMar C™を含有するのは Viviscal

育毛サプリメントだけ 

Viviscal の開発者が 1980 年代、イヌイットの人々の

研究を行っていたとき、彼らの美しい髪と肌は海洋性

たんぱく質の豊富な食事に関係しているという確証

を得ました。その後、彼は鍵となるたんぱく質複合体

を分離させることに成功しました。これが Viviscal の

特許有効成分であるAminoMar C™が作られた原点で

す。 

リンゴ抽出物（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知られており、健康な髪

の成長を促します。また、抗酸化作用もあります。 

 

ビオチン（ビタミン B7）は、たんぱく質の構成成分

であるアミノ酸の体内への吸収を助けます。たんぱく

質は、健康な髪の成長に欠かせない栄養素です。 



 

Viviscal® Professional は内側から髪

に栄養を与えて効果を発揮します 

Viviscal Professional サプリメントは、6 ヵ月かけて 4

段階を経て効果を発揮します。使用したほとんどの方

は 3～4 ヵ月で違いを実感します。 

今日 

1 日 2 回、水と一緒に Viviscal サプリメン

トを飲み始めます。 

海洋性たんぱく質複合体 AminoMar C™およびその他

配合されている栄養素を欠かさずに摂取することで、

毛包に栄養が与えられます。 

第 1 段階 

第 2 段階 

第 3 段階 

第 4 段階 

継続して栄養を与えることで、細く弱い髪が強くなり

ます。また、新たに細い髪が生えているのに気付きま

す。 

切れ毛や薄毛が減り続け、正常で健康な髪の成長が促

進されます。 

髪が目に見えて以前より強く、健康で生き生きとして

きます。 

気を付けて見ていると… 

爪：爪と髪はどちらもケラチンでできているので（爪

の方が早く伸びます）、爪の質が改善していることに

気付くかもしれません。 

産毛：産毛を探してください。髪の分け目や生え際に

ある細く弱い髪です。切れ毛とは違います。 



 

Viviscal 
臨床試験で示されている 

こと 

39％ 
3 ヵ月後の抜け毛の 

減少** 

12% 
6 ヵ月後の髪の直径 

（太さ）の増大*** 

111% 
3 ヵ月後の太く健康な 

硬毛の増加* 

125% 
6 ヵ月後の 

太く健康な 

硬毛の増加* 

薄毛を自覚している女性を対象に Viviscal 経口サプリメントの有効性

を評価する 6 ヵ月間、無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験* 

Glynis Ablon, MD, FAAD（Ablon Skin Institute Research Center, Manhattan 

Beach, CA） 

2012 年 11 月 Journal of Clinical Aesthetic Dermatology で公表 
 
薄毛を自覚している女性を対象に新規の経口サプリメントの有効性を

評価する 3 ヵ月間、無作為化、二重盲検、プラセボ対照試験** 

Glynis Ablon, MD（Ablon Skin Institute Research Center, Manhattan Beach, 

CA） 

2015 年 4 月 Dermatology Research and Practice Journal で公表 
 
薄毛を自覚している女性を対象に新規の経口サプリメントの有効性を

評価する 6 ヵ月間、無作為化、二重盲検、プラセボ対照、多施設共同

試験*** 

Glynis Ablon, MD（Ablon Skin Institute Research Center, Manhattan Beach, 

CA）及び Steven Dayan, MD（DeNova Research, Chicago, IL） 

2015 年 12 月 Journal of Clinical Aesthetic Dermatology で公表 

 

 



 

Viviscal を勧める 

医師＆ 

皮膚科医 

Dr. Glynis Ablon 
米国の皮膚科医 

「Viviscalサプリメントを強く推奨

します。私の治療を受けている患者

さんでは、髪に関する問題に悩んで

いる方はもちろん、ただ健康な髪を

お望みの方にもお勧めしていま

す。」 

Dr. Steven Dayan 
米国の美容外科医 

「おお！Viviscal Professional は他

とは違う！驚くほどよく効き、結果

は際立ったものでした。そして最も

重要なことは、試験で製品を使用し

た患者さんが皆さん揃って喜んで

いることです。」 

Dr. Craig Ziering 
学会認定美容外科医 

「Viviscal は薄くなっている毛髪を

強化し、必要不可欠な栄養素を補給

します。薬物成分を含有しないサプ

リメントで男女ともに使用できま

す。臨床試験も行われており、

Viviscal を使用することで現在ある

毛髪の成長が促進されることが裏付

けられています。私の患者さんでは、

重度の精神的または肉体的ストレス

があり上手に毛髪を元に戻したいと

お考えの方々に、特に有効であると

考えています。」 



 

Viviscal を愛用する 

一流の著名人＆ 

ヘアスタイリスト

たち 

「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 のメイク特集 

 Jennifer Aniston 

「健康にいいビタミン類をポーチに入

れて持ってるの。Viviscal、基本的な

オメガ、ビタミン C とかね、1 日 3

回飲んでるわ。いいわよ。」 

 People 誌 

 Jack Howard 

世界的なヘアカラーリスト 

「美しいヘアカラーは、髪の調子を美しく整え

ることから始まる。だから仕事で Viviscal を

使いたいと思ったのは当然の選択だった。傷

んだ髪を元に戻すということだけでなく、ま

ず肌や爪の状態を良くするという、360 度の

アプローチが気に入っている。」 

BAZAAR誌 
BEAUTY  

HOT 

100 

HARPER’S BAZAAR 誌の英国の 

ベストヘアサプリメントに選ばれました 



 

 Errol Douglas MBE（英国） 

 著名人を担当する 

ヘアスタイリスト 

「 薄毛に悩むお客様のために、科学的に

効果が証明された製品を常に探して

いる。それで、Viviscal サプリメント

の支持者であり信者になったわけだ。

この製品はお客様の髪を濃く、豊かで

健康にしてくれるからね。」 

 Richard Ward 

 著名人や王室を担当する 

ヘアスタイリスト 

「 お客様の細く弱い髪が太く健康にな

るのをみてきました。Viviscal は本当

にお勧めです。これを飲んでいる一流

著名人の多さに、きっと驚きますよ」 

「 このヘアビタミンを 

信じて飲んでるわ。 

おかげで髪が太くなった

と感じるの」 

 「Gwyneth のマストアイテム」

InStyle 

「 Viviscal を飲んでるの。

知ってる？ 髪のサプリ

メント。効くわよ」 

  

Paloma Faith 

Daily Mirror 誌 



 

よくある質問 

Q:  Viviscal Professional サプリメントは男女ともに適し

ていますか。 

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 に関連する有害な副作用はありま

すか。 

A: いいえ、Viviscal Professional には既知の副作用はありま

せん。世界中で実施された臨床試験において、副作用

は報告されませんでした。 

 

Q: Viviscal Professional サプリメントは誰でも服用できま

すか。 

A:  Viviscal Professional は、魚介もしくは海産食品にアレ

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 Professional サプリメントは薬の効果を妨げま

すか。 

A: どんなサプリメントプログラムを開始する際も、必ず

医師に確認することをお勧めします。 

 

Q: Viviscal Professional の服用をやめた場合はどうなりま

すか。 

A: Viviscal Professional の服用をやめた場合、それまでに得

られた効果は、毛周期が進むにつれ次第に減少してい

きます。同様に、6 ヵ月間の服用プログラムを全期間完

了しなかった場合も、最大の効果を得られる可能性が

低くなります。 

 

Q: Viviscal Professional は薄毛の方にしか適していないの

ですか。 

A: そのようなことは全くありません。髪の悩みをお持ち

の方だけでなく、美しい髪をお望みの方ならどなたで

もご使用いただけます。 



 

Q: Viviscal Professional サプリメントの 1 日の推奨摂取量

はどのくらいですか。 

A: 1 日 2 錠で 3～6 ヵ月以上の摂取をお勧めします（朝 1

錠、晩 1 錠を食後、水で服用）。その後は、健康的な毛

髪の成長を維持するため、必要に応じて 1 日 1～2 錠を

服用してください。Viviscal Professional の錠剤は飲み込

み易くできています。 

 

Q: 結果が出るまでどのくらいかかりますか。 

A: Viviscal Professional は 6 ヵ月間かけて効果を発揮しま

す。強く、豊かで健康な毛髪にするために平均で 6 ヵ

月かかる可能性がありますが、ご使用いただいている

方のほとんどは 3～4 ヵ月ほどで違いに気が付きます。 

 

Q: Viviscal Professional に配合されている海洋性たんぱく

質複合体の原材料は何ですか。 

A: AminoMar C™は Viviscal 専用の特許成分であるため、正

確な組成を公表することはできません。組成に関して

具体的な懸念事項がある場合は、当社の Customer Hair 

Care チームにご連絡ください。 



 

Viviscal 

Professional  
育毛プログラム 

詳しいお問い合わせ先 

 


