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平成25年12月10日

各  位

忘年会シーズン本格到来！胃腸のケアは大丈夫ですか？

胃腸症状に改善効果のあるトリムイオン設置店。

「電解水素水が飲めるお店紹介」WEB サイト公開

～トリムイオン（電解水素水整水器）は胃もたれや胃の不快感をやわらげます～

整水器シェアNo.1※の株式会社日本トリム（本社/大阪市、代表取締役/森澤紳勝）は、「胃腸の日」

である12月11日（水）に胃腸症状を改善する電解水素水整水器「トリムイオン」を設置する全国の飲食

店リストをWEBサイトにて公開します。忘年会・新年会シーズンに向けて、胃腸ケアに関心の高い方々

へのご利用をお奨めいたします。 ※矢野経済研究所「2012年版 浄水器・整水器市場の実態と展望」より

「トリムイオン」は、胃腸症状の改善に効果効能が認められた家庭用医療機器です。この

機器でつくる電解水素水は水素が豊富に含まれたアルカリ性の水で、胃もたれや胃の不快感

をやわらげ、胃腸の動きを助け、お通じを良くしてくれます。

このたび電解水素水を使用した料理メニューや飲料水をお客様に提供する全国の飲食店計

35 店舗を紹介する「電解水素水が飲めるお店」ページ（URLhttp://www.trimtown.jp/pr/）を、

当社 WEB サイト「トリムタウン」内にて 12 月 11 日「胃腸の日」から順次紹介いたします。

年末年始に電解水素水を使用したお店で、美味しく、楽しく、健康に過ごして頂けるように、

エリア毎に紹介しております。

News Release

WEBサイト「トリムタウン」内の「電解水素水が飲めるお店」紹介ページ
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■飲食店リスト

今回ご紹介するのは、全国の飲食店計35店舗です。

店舗名 業種 住所 TEL

1 東北 丸長 ラーメン 岩手県一関市 上大槻 街 2-34 マルチョウビル 1F 019-123-2001

2

関東

Agito・・・・ バー 神奈川県横須 賀市米が浜通 1-2 第 6 岡田ビル 2F 046-825-2007

3 Imbiss hareico インビスハライコ ソーセージ 東京都港区六 本木 2-3-9 ユニオン六本木 1F 03-5545-5108

4 手打ちうどん おがわ うどん 東京都八王子 市宇津木 町 915-6 042-692-2334

5 三軒茶屋 武屋 蕎麦 東京都世田谷 区太子 堂 4-26-13 03-3419-2819

6 銀座てらやま 日本料理 東京都中央区 銀座 8-5-10 金成ビル 6F 03-6215-6111

7 炭火焼き鳥 はま虎 焼き鳥 神奈川県横浜 市中区常 盤町 3-34 和風ビル 1F 045-663-3306

8 焼きとん 木々家 （ハヤシヤ） 居酒屋 東京都豊島区 池袋 2-36-11 松月ビル 1F 03-6915-2107

9 インド料理ビニタ カレー 東京都足立区 青井 3-5-26 03-6698-3404

10 割烹 福水（ふくすい） 日本料理 埼玉県戸田市 笹目 4-33-10 048-421-9561

11 板前割烹 真亜房 日本料理 千葉県香取市 佐原イ 3412-1 047-855-0151

12 タベルナ ユキ スペイン料 理 東京都港区赤 坂 6-6-5 赤坂ロイヤルビル 1F 03-3505-2550

13 ヨンドン 焼き肉 神奈川県藤沢 市西富 530-1 サンプラザ湘南 2F 046-650-1129

14

中部

東海

ナチュラルカフェ＆ギャラリー蔵 カフェ 岐阜県岐阜市 本町 2-14 058-269-5788

15 炭焼き しげ吉 うなぎ 岐阜県関市山 王通 1-3-29 0575-22-9566

16 焼き肉 鈴乃屋 焼き肉 愛知県春日井 市出川 町 5-25-5 056-851-6225

17 三好乃 洋食 愛知県名古屋 市中区 栄 2-2-36 052-231-3331

18 カフェベーカリー名岐 屋 喫茶 愛知県春日井 市八田 町 2-28-12 0568-81-5464

19

近畿

手打ちそば処 さだ吉 蕎麦 京都府京都市 東山区祇 園町北 側 279 本上ビル 2F 075-531-6161

20 サフラン お好み焼 き 兵庫県尼崎市 杭瀬本 町 2-20-1 06-6401-0452

21 祇園 はやかわ 日本料理 京都府京都市 東山区祇 園南側 570-164 075-541-1078

22 万松 寿司 兵庫県西脇市 高田井 町 245-1 079-522-7307

23 京の TORI 処 萬端 居酒屋

京都府京都市 中京区二 条通河原 町西入榎木 町 65 

バンタンビル 2F 075-211-9170

24 避風塘(フェイフォントン)みやざわ ラーメン

大阪府大阪市 北区曽根 崎新地 1-7-6

新日本新地ビル 1 階 06-6454-0777

25 和風居酒屋 和味や るぜん 居酒屋

大阪府大阪市 北区大淀 中 1-12-7-102 

メゾンインペリアル大 淀 1F 06-6458-8757

26 中国

四国

えびすの宴 居酒屋 広島県広島市 中区堀川 町 3-13 ラッキー会 館 2Ｆ 082-243-6166

27 炭焼 ゑん 流川店 炭焼き 広島県広島市 中区流川 町 5-12 八番街ビル 082-541-1129

28

九州

沖縄

チャイナ食堂 かしん 中華料理 福岡県糸島市 二丈武 326-6 092-325-2428

29 お食事処 金平 食堂 鹿児島県鹿屋 市田崎 町 389-5 099-442-3294

30 栄寿司 寿司 福岡県北九州 市若松区 本町 3-7-27 093-761-3984

31 守破離 居酒屋 福岡県福岡市 中央区渡 辺通 1-8-35 092-724-5222

32 109 トク 居酒屋 福岡県福岡市 博多区東 比恵 2-17-23 092-471-9777

33 藤よし 西 中洲店 焼き鳥 福岡県福岡市 中央区西 中洲 9-6 092-761-5692

34 居酒屋 牧ん家 居酒屋 福岡県北九州 市小倉南 区南方 5 丁目 1-1 093-230-2301

35 ラーメンまんとく 本店 ラーメン 福岡県朝倉市 甘木 333-1 0946-28-8228
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■“胃腸改善効果”について

電解水素水整水器「トリムイオン」は、胃腸症状の改善に効能効果が認められた家庭用医療機器です。

この「トリムイオン」でつくる電解水素水は、水素が豊富に含まれたアルカリ性の水で、これを飲むこ

とで胃もたれや胃の不快感をやわらげ、胃腸の働きを助けお通じを良くしてくれます。

この電解水素水に含まれる水素には、還元作用つまり抗酸化性があると言われています。日本トリムで

もこの「水の機能」について着目し、九州大学大学院など国内外の大学や研究機関と共同研究を推進し

ています。この抗酸化性をベースに現在、人工透析への応用を始めとする様々な疾病への効果検証など

の研究が進められています。

【参考】

整水器とは、水道水に含まれる塩素や鉛などの不純物を浄水フィルターに通して浄水し、その水をさらに電気分解し、

アルカリ性で還元性をもつ水素を豊富に含んだ水を生成する器械のことです。

電解水素水整水器「トリムイオン」は薬事法において胃腸症状改善の効果・効能が認められた家庭用医療機器です。

当社が実施した臨床試験によると、電解水素水を 2 週間

飲用した場合、88％の対象者に腹部症状の改善を確認

機器市販後の実使用上でも多くの改善効果事例を確認

※財団法人機能水研究振興財団共同企画研究報告(2007)

※（財）機能水研究振興財団共同企画研究報告（2007年）

(滋賀医科大学第2内科と国立大蔵病院消化器科の共同研究)
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日本トリムは、電解水素水整水器販売などの『ウォーターヘルスケア®事業』に加え、人工透析への

応用を始めとした『医療分野』、米国TRIMGEN CORPORATIONの『遺伝子診断分野』などのビジネスに取

り組んでいます。飲用にとどまらず医療分野や農業分野、工業分野での様々な応用を実現し、電解水素

水をベースに世界へ挑戦するオンリーワン企業を目指します。

■会社名/株式会社日本トリム  

□設立年月日/1982年(昭和57年)6月12日  

□代表取締役/森澤 紳勝 （もりさわ しんかつ）  

□資本金/992,597,306円  

□従業員数/443名（関連会社等を含む）  

□企業ホームページ/http://www.nihon-trim.co.jp/

日本トリムとは


