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野村不動産株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：松尾 大作）及び野村不動産コマース

株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：小島 達也）は、酒卸業を営む株式会社いまでや協力

のもと、「GEMS」11 棟 計 79 店舗において、第一次生産者を含む酒類業界とテナント支援を目的に、“飲んで

応援!!キャンペーン「皆様の乾杯が酒類業界を救います」”を 2021 年 12 月 1 日より開催することをお知らせいた

します。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令により、酒類を提供する

飲食店は営業時間短縮や休業を通じて感染拡大防止に協力してまいりました。しかしながら、日本フードサービス

協会が纏めた、令和 3 年 9 月度の外食産業市場動向調査によると、「パブ・居酒屋業態」全体の売上は前年

比 19.6%、一昨年比 9.5%に留まるなど、飲食関連業界は深刻な状況に在ります。 

 

昨今、新型コロナウイルスの感染者数は落ち着きを

示し、お客様は戻りつつあるものの、飲食店における厳

しい業況は継続しています。飲食店の不振は、酒類生

産者や酒販店等の酒類業界のみならず、酒米農家や

ブドウ農家など第一次産業にも大きな影響を及ぼしま

す。当社では、GEMS 全体で酒類の消費を促すことで

地方の銘酒を日々作っていただく杜氏や酒蔵のみなら

ず生産者にまでスポットをあてて消費喚起を促すべく、

「皆様の乾杯が酒類業界を救います」をキャッチフレーズ

に業界とテナントの支援を目的に消費喚起を努めてま

いります。 

 

当社ではテナントの飲食提供を行う「フードトラック」

や、同一 GEMS 内複数店舗の料理を一度に注文

可能な「はしごデリバリー」など、お客様の食に関わる多

様な需要に応える取り組みを推進してまいりました。飲

食業に関係する様々な方々、お客様などの存在があっ

て可能な事業であるからこそ、関係する方々皆様にとっ

てメリットがある取組みを、今後も積極的に実施してま

いります。 

  

 

 

野村不動産の都市型商業施設「GEMS」シリーズ計 79 店舗において、 

コロナ禍を乗り越える ”飲んで応援!!キャンペーン“を 12 月 1 日より開催 

～第一次生産者を含む酒類業界やテナント支援を目的とした取り組み～ 
 

商業施設 リリースカテゴリ 

 



 

 

■飲んで応援!!キャンペーン概要  

当キャンペーン期間中は、株式会社いまでや協力のもと、日本酒、焼酎、ワイン、クラフトジンなど地方で製造

販売している酒類にスポットを当てて GEMS 各店舗で販売提供してまいります。取り扱う種類は各店舗のお料理

に合わせたセレクトでお楽しみいただける内容となっております。取扱い商品に関してましては、各店舗へお問い合

わせください。 

自慢の料理に合わせたペアリングを店舗毎にご提案いたしますので、この機会に GEMS 内の店舗をハシゴ利用

していただくことをお勧めいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スケジュール：12 月 1 日(水)～12 月 31 日(金) ※年末の営業スケジュールは各店舗により異なります。 

 

●提供酒類(下記リストは一例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 産地 醸造所 商品名 産地 醸造所

紗利 五割諸白 純米大吟醸 福井県 毛利酒造 芋焼酎 謳歌 25度 宮崎県 黒木本店

醸し人九平次 火と月の間に 山田錦 愛知県 萬乗醸造 芋焼酎 宝山蒸撰 玉茜 25度 鹿児島県 西酒造

口万 純米吟醸 一回火入れ 福島県 花泉酒造

あべ 純米吟醸シルバー 新潟県 阿部酒造 橘花 GIN 59度 200ml 奈良県 油長酒造

喜久酔 特別純米60 静岡県 青島酒造 火の帆 KIBOU 45度 100ml 北海道 積丹スピリット

貴 特別純米 ふかまり 山口県 永山酒造場

鳳凰美田 劔 辛口純米 栃木県 小林酒造 アルガ シリーズ 山梨県 勝沼醸造

酒屋八兵衛 伊勢錦 山廃純米 三重県 元坂酒造 キャンベル・アーリー 宮崎県 都農ワイナリー

日本酒 焼酎

日本ワイン

クラフトジン



 

 

●参加テナント一覧 

  物件名 所在地 店舗数   物件名 所在地 店舗数 

1 GEMS 渋谷 渋谷区渋谷 8 店舗 7 GEMS 三軒茶屋 世田谷区太子堂 9 店舗 

2 GEMS 市ヶ谷 千代田区六番町 7 店舗 8 GEMS 新横浜 横浜市港北区 8 店舗 

3 GEMS 大門 港区芝大門 5 店舗 9 GEMS 新橋 港区新橋 6 店舗 

4 GEMS 神田 千代田区鍛冶町 5 店舗 10 GEMS 田町 港区芝 8 店舗 

5 GEMS 恵比寿 渋谷区恵比寿 8 店舗 11 GEMS 横浜 横浜市西区 8 店舗 

6 GEMS 茅場町 中央区新川 7 店舗        

 

■｢GEMS｣シリーズについて 

｢GEMS(ジェムズ)｣＝英語の｢GEM(ジェム)＝宝石｣の複数形です。｢GEM(ジェ

ム)｣、それは宝石から転じ、研磨された貴石や宝石のように美しいモノ、完璧な人

という意味を持ちます。生き生きとした宝石（店舗・ブランドショップ等）がいくつも

集積された都市型商業施設として、さらに将来に渡りその輝きを放ち続け 

≪各々の街において人々の生活を輝かせる存在となる施設≫ 

≪施設にかかわる人々の大切な宝石となる施設≫ 

という思いを込めて名付けました。ロゴも宝石を彷彿とさせる形状をビルのように積

み重ねました。（公式 HP：http://www.gems-portal.com/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開発プロジェクト一覧 http://www.gems-portal.com/series 

  物件名 所在地 開業時期   物件名 所在地 開業時期 

１ GEMS 渋谷 渋谷区渋谷 2012／10 11 GEMS なんば 大阪市中央区 2018／12 

２ GEMS 市ヶ谷 千代田区六番町 2014／11 12 GEMS 田町 港区芝 2019／3 

３ GEMS 大門 港区芝大門 2016／3 13 GEMS 横浜 横浜市西区 2019／10 

４ GEMS 神田 千代田区鍛冶町 2016／7 14 GICROS 

GINZA GEMS 

東京都中央区 2019／11 

５ GEMS 恵比寿 渋谷区恵比寿 2017／９ 15 GEMS 栄 名古屋市中区 2019／11 

６ GEMS 茅場町 中央区新川 2018／３ 16 GEMS HIROO 

CROSS 

渋谷区広尾 2020／7 

７ GEMS 神宮前 渋谷区神宮前 2018／４ 17 GEMS AOYAMA 

CROSS 

渋谷区神宮前 2020／9 

８ GEMS 三軒茶屋 世田谷区太子堂 2018／６ 18 GEMS 川崎 川崎市川崎区 2021／3 

９ GEMS 新横浜 横浜市港北区 2018／８ 19 GEMS 中目黒 目黒区 2021／4  

10 GEMS 新橋 港区新橋 2018／９ 20 GEMS 六本木 港区 2021／11  

 

『GEMS 栄』 

2019 年 11 月開業 

『GEMS HIROO CROSS』 

2020 年 7 月開業 

『GEMS 六本木』 

2021 年 11 月開業 

『GEMS 中目黒』 

2021 年 4 月開業 

『GEMS AOYAMA CROSS』   

2020 年 9 月開業 

『GEMS 川崎』 

2021 年 3 月開業 

http://www.gems-portal.com/
http://www.gems-portal.com/series

