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野村不動産の都市型商業施設「GEMS」ブランド 18 棟⽬ 

『GEMS（ジェムズ）川崎』 3 ⽉ 30 ⽇（⽕）開業 
エリアの⼈気店を集めた、川崎の新たな⾏きつけスポット 

野村不動産株式会社（本社︓東京都新宿区/代表取締役社⻑︓宮嶋 誠⼀）及び野村不動産コマース
株式会社(本社︓東京都新宿区/代表取締役社⻑︓横⼭ 英⼤)は、都市型商業施設「GEMS 川崎」を
2021 年 3 ⽉ 30 ⽇（⽕）に開業いたします。With コロナ/After コロナを⾒据え、安全に配慮しつつ、リアルな
飲⾷店舗での⾷体験価値を提供いたします。 

「GEMS 川崎」は JR 線「川崎」駅徒歩 4 分、京急線「京急川崎」駅徒歩 3 分に位置しています。活気あふれ
る川崎エリアの⼈気店を中⼼に様々なジャンルの名店を取り揃え、オフィスワーカーから周辺住⺠の飲⾷ニーズにご
満⾜いただけるグルメタワーを⽬指します。 
 
■「GEMS 川崎」 施設コンセプト 【あなたの新しい⾏きつけ、川崎に誕⽣】 
⼈⼝ 150 万⼈を超える政令指定都市であり、再開発も進みより⼤きく変貌を遂げようとしている「川崎駅」。 
その利便性から駅周辺にはオフィス街が広がり、平⽇はオフィスワーカー、休⽇はファミリーやカップル・友⼈同⼠で賑
わう多様性あふれるこの街のニーズに応える新たな“⾏きつけ”として GEMS 川崎が誕⽣します。 
住む⼈、働く⼈の⽇常に寄り添い、昼も夜も、いつでも繰り返しご利⽤いただける新たな⾷の空間を提供することで、
変化が進むこの街の魅⼒をさらに⾼めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜外観イメージパース＞ ＜グランドメニュー＞ 



 

 

■安⼼に配慮した取組み 
 

・抗ウイルス・抗菌コーティングの実施 
 
店内における飲⾷不安を軽減するため、施設共⽤部（エントランスやエレベーター）をはじめ、各店舗の壁や什器
（椅⼦・テーブルなど）においても、抗ウイルス・コーティング「Health Bright Evolution®」を実施いたします。
Health Bright Evolution®は、天然ミネラル 100%の無⾊透明・無臭・⼝に⼊れても安全な液体を噴霧する
ことで施設内を抗ウイルス・抗菌加⼯することができる商品です。空気触媒で 24 時間 365 ⽇作⽤し続け、接触
感染するインフルエンザウイルス等を 5 分で不活性化する効果が確認されており、商業施設の接触感染予防対策
に⾮常に効果的な⼿法となっております。 
 
 
 

 

Health Bright Evolution® URL︓http://hbe.comany.co.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

■施設概要 
所在地 神奈川県川崎市川崎区砂⼦ 2-4-14 
交通アクセス JR 京浜東北線、東海道線、南武線「川崎」駅中央東⼝徒歩 4 分 

京急本線、⼤師線「京急川崎」駅中央⼝徒歩 3 分 
地域・地区 商業地域 
敷地⾯積 233.58 ㎡（70.65 坪） 

構造・規模 
S 造⼀部 RC 造 
地上 9 階（地下 1 階・共⽤部のみ） 

事業主 野村不動産株式会社 
基本設計・監修 野村不動産株式会社⼀級建築⼠事務所 
設計監理・施⼯ ⽊内建設株式会社東京本店 

運営（PM／BM） 
PM:野村不動産コマース株式会社 
 （2020 年 10 ⽉ 1 ⽇付にて、株式会社ジオ・アカマツから商号変更） 
BM:野村不動産パートナーズ株式会社 

 
■「GEMS 川崎」 所在地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■オープニングキャンペーン 

「1,500 円で試し得︖キャンペーン」 

GEMS 川崎の開業を記念し、各店舗のイチ押しメニューとドリンクを 1,500 円（税込）で楽しめる期間限定オー
プニングキャンペーンを開催いたします。 
さらにクーポン券をお持ちの先着 500 名様には、このキャンペーンを 500 円でご提供いたします。 
実施期間︓2021 年 3 ⽉ 30 ⽇（⽕）〜4 ⽉ 30 ⽇（⾦） 
※本キャンペーンのご利⽤は先着順となります。 
※他サービスとの併⽤はできません。 
※予告なくキャンペーン内容が変更される可能性がございます。 



 

 

■各店舗情報 
【1F】おみっちゃん 川崎店 
業態︓やきとり居酒屋 
独⾃仕⼊れによる鮮度の違いがおいしさの決め⼿ 
毎⽇、東京品川⾷⾁市場よりつぶしたての⾷⾁でその⽇にやきとりに
してお客様に提供しています。⽇本⼀鮮度のよいレバやハラミをご堪
能ください。 
平均価格︓ランチ 750 円〜 ディナー 2,800 円〜 
電話番号︓044-200-4075 

「1,500 円で試し得︖キャンペーン」メニュー 
おまかせやきとり 3 本+⽜もつ煮込み+キャベツの酢漬け 
⽣ビール or サワー類 or ハイボール 1 杯 ※⼤ジョッキを除く 

 
【2F】川崎市⺠⾷堂 ⿂⾦ 東 
業態︓和⾷居酒屋 
毎朝仕⼊れる海の幸の新鮮さと質の⾼さで⼤⼈気 
1995 年新橋開業。開業から毎朝市場に買い付けに⾏き⼤量に
仕⼊れます。「その⽇仕⼊れた⿂はその⽇のうちに使い切る」をモッ
トーにボリューム感のあるお値打ちメニューが当店の⾃慢です。サラ
リーマンの⽅からご年配の⽅まで落ち着いてご利⽤頂ける⼤⼈が
気軽に通える和⾷店です。 
平均価格︓ランチ - ディナー 4,000 円〜 
電話番号︓044-589-6740 
 
 
【3F】川崎⼤衆⾁酒場 満天おさやん︕ 
業態︓⼤衆⾁酒場 
川崎のホルモン焼専⾨店が運営する⾁居酒屋 
地元川崎のホルモン焼専⾨店がプロデュースした⼤衆⾁酒場。 
厳選された⾁料理は種類も豊富で美味しさ、お値段共に満
点︕︕ 
平均価格︓ランチ 1,000 円〜 ディナー 2,000 円〜 
電話番号︓044-223-8760 

「1,500 円で試し得︖キャンペーン」メニュー 
焼⽜ 3 本（カルビ、レバー、ハラミ）+⽜モツ煮込み+キムチ 
ドリンク類 1 杯 ※メガハイを除く 
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グランドメニュー 
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【7F】型無味都 
業態︓⾺⾁料理と味わいおでん 
とろける新鮮な⾺刺しと出汁⾃慢の逸品おでん 
川崎で有名な⾺⾁料理の専⾨店、型無グループが、待望のおで
ん料理屋をオープン。おでんは⾃慢のお出汁を使ったクリアなスープ
と鶏⽩湯スープの 2 種類。具の芯まで味がしみこむように、こつこつ、
くつくつと作っております。 
平均価格︓ランチ 1,000 円〜 ディナー 5,000 円〜 
電話番号︓044-276-8290 

「1,500 円で試し得︖キャンペーン」メニュー 
⾺刺おまかせ 3 種盛り+おでんおまかせ 2 種 
グラスビール or ⽇本酒 1 杯 

 
 
【8F】⿇辣⼤学 ※2021 年初夏オープン予定 
業態︓四川料理 
本格的な四川料理が味わえる「⿇辣⼤学」 
TV や雑誌によく取り上げられる⼤⼈気の本場四川料理、インパク
トのある巨⼤ゴマ団⼦や重慶グリル⿂の激⾟煮込みから、定番の
マーボー⾖腐まで、今までとは違う中華料理を楽しんでいただける
お店です。 
平均価格︓ランチ 800 円〜 ディナー 3,000 円〜 
 
 

 
【9F】焼⾁⼤昌園きんとき 
業態︓焼⾁ 
⾮⽇常空間で最⾼品質のお⾁を。川崎の⼤⼈気店が出店 
”川崎喰い”や⼤昌園独⾃の⾷べ⽅”ベジマキ”等「焼⾁料理」と
いうジャンルにこだわり、最⾼級幻の⽜タンや A5 松阪⽜と⾄⾼の
⾮⽇常空間。40 年の歴史を持つ熟練の技で楽しく幸せな⾷事
の時間をご提供します。 
平均価格︓ランチ 2,000 円〜 ディナー 6,000 円〜 
電話番号︓044-223-8041 

「1,500 円で試し得︖キャンペーン」メニュー 
ベジマキ（A5 ⿊⽑和⽜ロース薄切り＆トッピング）ハーフサイズ 
グラスビール or グラスワイン or サワー 1 杯 
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巨⼤ゴマ団⼦ 



 

 

■「GEMS」シリーズについて 
野村不動産グループでは、「野村不動産グループ中⻑期経営計画（-2025.3）〜Creating Value 

through Change〜」において、商業施設事業の拡⼤を成⻑戦略の⼀つに掲げております。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
■「GEMS（ジェムズ）」とは･･･ 
「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/ 
 

 物件名 所在地 開業時期  物件名 所在地 開業（予定）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 横浜市⻄区 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 中⽬⿊プロジェクト ⽬⿊区 2021／4 予定 

10 GEMS 新橋 港区新橋 2018／９ 20 GEMS 六本⽊プロジェクト 港区 2021／7 予定 

『GEMS 新横浜』 
2018 年 8 ⽉開業 

『GEMS 新橋』 
2018 年 9 ⽉開業 

『GEMS ⽥町』 
2019 年 3 ⽉開業 

『GEMS 横浜』 
2019 年 10 ⽉開業 

『GEMS なんば』   
2018 年 12 ⽉開業 

『GEMS 三軒茶屋』 
2018 年 6 ⽉開業 


