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ありがとうございます
成約により募集終了です

イマス名古屋ビル (5F-C) [媒介]La鳳山ビル (3F-B) YKビル (12F-A)

イマス箱崎ビル (2F-D) [媒介](仮称)茅場町ビル (1F～8F) IM桜木町ビル (4F-A)

YKビル (4F-B) ImasSaitamaCentral (1F-B,4F-C) 八重洲KHビル (3F-A,5F-C)

イマス北品川ビル (2F-D) IM内神田ビル (2F,6F～8F) 京急建設イマスビル (6F)

日本橋中屋ビル (3F) IMAS新橋ビル (3F,4F)

に掲載しています
現在、弊社サブリース物件は主要五区中心に76棟受託しております。

『入退去が頻繁なので賃料を安定させたい』『ビルを購入するので相談に乗ってほしい』

『自社ビルを賃貸ビルに変えたい』『相続を控えて引継ぎ準備がしたい』等に関するビルオーナー様や

イマスShyukawaguchiビル (1F-B)

ImasSaitamaCentral (4F-A,1F-工場,5F) 音ノ葉イマス池袋ビル (4～8F)

お知らせ 　サブリース物件随時募集しております!!

株式会社イマス　東京支社 0120-776-884
東京都新宿区西新宿3-9-2　イマス西新宿第一ビル4階

03-5354-8123

03-5388-9060

一覧掲載物件は
ＲＥＩＮＳ
ＡＴＢＢ

物件のご紹介をよろしくお願い致します。尚、物件成約の際には手数料をお支払い致します。 ※ 上記ポータルサイトへの転載はご遠慮ください ※

資料請求・物件お問合せは、お気軽にお申し付けください

新しく募集を開始した物件です
よろしくお願い致します

追加募集を開始した物件です
よろしくお願い致します

イマス大崎ビル (5F,6F)

新横浜交通ビル (6F-A) イマス久松町ビル (4F)

IMAS新橋ビル (2F) [媒介]ヴィレッジ106 (3F-B)

TOWAイマス亀戸ビル (1F,2F)

http://www.imas.jp/ 

about:blank


№1

(税別)

物　件　名
住　所　(竣工年)

構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 入居時期 交通

127 ImasSaitamaCentral SRC 4C 45.22 @ 8,000 事務所 ＪＲ東日本各新幹線・JR各線 空調 個別空調

埼玉県さいたま市中央区 1/6 1B 34.50 @ 10,000 倉庫・工場等 東武野田線・埼玉新都市交通ニューシャトル 天井高 ２，６００㎜～５，０００㎜ 貸主 100%

円阿弥5-8-40 『大宮駅』から 床 一部OA有

(2001年) ・[大宮駅西口]乗場３からバス経由１３分 ＥＶ １基 客付 100%

首都高速埼玉大宮線 駐車場 平置き２００台以上

　　　　　　　　　　　『与野出入口』から車で２分 ４ｔ車以上も可

(税別)

物　件　名
住　所　(竣工年)

構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 入居時期 交通

123 IM内神田ビル S 8 24.06 東京メトロ丸の内線『淡路町駅』徒歩６分 空調 個別空調（６～１２Ｆ）

東京都千代田区 1/12 7 24.06 都営新宿線『小川町駅』徒歩５分 天井高 ３，０００㎜～３，７００㎜ 貸主 100%

内神田3-22-3 6 24.06 ＪＲ総武線『新日本橋駅』徒歩７分 床 ＯＡフロア（６～１０Ｆ）

(2020年) 2 27.29 @ 27,000 店舗 JR山手線・東京メトロ銀座線『神田駅』徒歩２分 ＥＶ ２基 客付 100%

124 IMAS新橋ビル S 3+4 50.53 8 @ 21,000 @ 2,000 事務所 ＪＲ各線『新橋駅』徒歩３分 空調 個別空調（３Ｆ，４Ｆ）

東京都港区 1/4 東京メトロ銀座線『新橋駅』徒歩１分 天井高 確認中 貸主 100%

新橋1-15-1 都営浅草線・ゆりかもめ『新橋駅』徒歩５分 床 タイルカーペット（３Ｆ，４Ｆ）

(2015年) ＥＶ １基 客付 100%

23 YKビル SRC 12A 42.02 10 @ 15,000 @ 3,000 事務所 2023年11月19日 東急田園都市線・世田谷線 空調 個別空調

東京都世田谷区 B2/12 　　　　　　　　　　『三軒茶屋駅』徒歩５分 天井高 ２，５００㎜ 貸主 100%

三軒茶屋2-2-16 東急世田谷線『西太子堂駅』徒歩７分 床 ＯＡフロア

(1995年) ＥＶ ２基 客付 100%

20 京急建設イマスビル RC 6 122.04 10 @ 20,000 @ 3,000 事務所 2023年10月12日 東京メトロ日比谷線・東急東横線 空調 個別空調

東京都目黒区 1/6 　　　　　　　　　　　　　　　『中目黒駅』徒歩１０分 天井高 ２，５７０㎜ 貸主 100%

中目黒2-6-20 ＪＲ山野瀬店・東京メトロ南北線・都営三田線 床 ＯＡフロア

(1991年) 　　　　　　　　　　　　　　　　　『目黒駅』徒歩１５分 ＥＶ ２基 客付 100%

4 イマス大崎ビル S 5 82.03 ＪＲ山手線・湘南新宿ライン・埼京線 空調 個別空調

東京都品川区 1/6 6 82.03 　　　　　　　　　　りんかい線『大崎駅』徒歩２分 天井高 ２，５００㎜ 貸主 100%

大崎1-20-3 東急池上線『大崎広小路駅』徒歩１１分 床 ＯＡフロア

(1992年) ＥＶ １基 客付 100%

≪東京都≫

手数料負担の割合

手数料配分の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月

2023年5月18日現在
賃貸募集物件一覧表　◆ 貸主 ◆ 

問合せ先 ：　株式会社イマス 東京支社
TEL:03-5354-8123　　　FAX:03-5388-9060

≪埼玉県さいたま市≫

備考 手数料

※定期借家契約20年(それ以下の契約期間に関しては要相談、途中解約有)　／　礼金：賃料の2ヶ月分　

手数料負担の割合

手数料配分の割合

6 @ 1,500 即日

即日

手数料負担の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月

@ 16,000

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分　

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分　　

即日

手数料負担の割合

手数料配分の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月

手数料配分の割合

手数料配分の割合

備考

手数料配分の割合
8

手数料負担の割合

手数料

@ 19,500
@ 2,000

事務所

※各種相談受付中！内見は立ち合いになりますので、事前にご連絡お願い致します。 HPからも募集状況や図面をご覧いただけます。　　http://www.imas.jp/

10 @ 3,000 事務所 2023年10月1日
手数料負担の割合

駐車場 

平置200台以上！ 

https://www.imas.jp/search/list/00788.html
https://www.imas.jp/search/list/00774.html
https://www.imas.jp/search/list/00775.html
https://www.imas.jp/search/list/00645.html
https://www.imas.jp/search/list/00645.html
https://www.imas.jp/search/list/00726.html
https://www.imas.jp/search/list/00701.html


№2

(税別)

物　件　名
住　所　(竣工年)

構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 入居時期 交通

2 イマス久松町ビル SRC 4 116.06 8 @ 9,500 @ 2,500 事務所 2023年10月1日 都営浅草線『東日本橋駅』Ｂ２出口より徒歩３分 空調 個別空調

東京都中央区 1/8 都営新宿線『馬喰横山駅』Ａ３出口より徒歩４分 天井高 ２，７００㎜ 貸主 100%

日本橋久松町5-6 ＪＲ総武快速線『馬喰町駅』出口１より徒歩７分 床 一部ＯＡフロア

(1974年) ＥＶ ２基 客付 100%

43 八重洲KHビル SRC 5C 15.14 2023年7月20日 都営浅草線『日本橋駅』徒歩４分 空調 個別空調

東京都中央区 1/7 3A 10.85 2023年9月19日 東京メトロ東西線・日比谷線『茅場町駅』徒歩４分 天井高 ２，５００㎜ 貸主 100%

日本橋兜町19-8 ＪＲ各線『東京駅』徒歩１０分 床 タイルカーペット

(1985年) ＥＶ １基 客付 100%

6 音ノ葉イマス池袋ビル S 8 118.62 ＪＲ山手線・東京メトロ各線 空調 個別空調

東京都豊島区 1/8 7 118.62 都営三田線・西武池袋線・東武東上線 天井高 ２，６００㎜(７Ｆ，８Ｆ) 貸主 100%

池袋1-13-18 6 118.62 　　　　　　　　　　　　『池袋駅』北口 徒歩９分 ２，７００㎜(２Ｆ～６Ｆ)

5 118.62 東武東上線『北池袋駅』徒歩９分 床 ＯＡフロア、タイルカーペット 客付 100%

(1992年) 4 118.62 ＥＶ ２基

45 イマスオフィス浜松町 SRC 1+2 49.06 相談 相談 相談 店舗 相談 JR山手線・京浜東北線・東京モノレール 空調 ―

東京都港区 B1/9 　　　　　　　　　　　　　　　　　『浜松町駅』徒歩４分 天井高 ― 貸主 100%

浜松町1-18-11 都営大江戸線・浅草線　『大門駅』徒歩１分 床 ―

(1986年) ＥＶ １基 客付 100%

102 イマスShyukawaguchiビル SRC 5B 17.22 10 @ 11,000 @ 1,000 即日 西武池袋線『中村橋駅』徒歩１分 空調 個別空調

東京都練馬区 B2/9 1B 1.92 6 @ 31,250 賃料に含む 相談 天井高 ２，４００㎜(５Ｆ) 貸主 100%

中村北3-23-5 床 ―

（1992年） ＥＶ １基 客付 100%

(税別)

物　件　名
住　所　(竣工年)

構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 入居時期 交通

118 IM桜木町ビル SRC 4A 31.86 6 @ 9,000 @ 3,000 事務所 2023年11月1日 ＪＲ京浜東北根岸線・横浜線『関内駅』徒歩５分 空調 個別空調

神奈川県横浜市 B1/13 ＪＲ京浜東北根岸線 天井高 ２，４００㎜ 貸主 100%

中区福富町西通1-8 横浜市営地下鉄ブルーライン『桜木町駅』徒歩６分 床 OAフロア

(2001年) 京急本線『日ノ出町駅』徒歩７分 ＥＶ １基（１１人乗） 客付 100%

手数料負担の割合

手数料配分の割合

2023年5月18日現在
賃貸募集物件一覧表　◆ 貸主 ◆ 

手数料

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分

@ 13,00010

手数料配分の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分

TEL:03-5354-8123　　　FAX:03-5388-9060

問合せ先 ：　株式会社イマス 東京支社

備考

手数料負担の割合

事務所

≪東京都≫

手数料負担の割合

手数料配分の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分　

店舗

※各種相談受付中！内見は立ち合いになりますので、事前にご連絡お願い致します。 HPからも募集状況や図面をご覧いただけます。　　http://www.imas.jp/

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分

≪神奈川県≫

備考 手数料

手数料負担の割合

@ 3,000

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分　／　駐車場1レーン(縦2台)空き有

@ 3,000@ 11,000 2024年1月1日

手数料負担の割合

手数料配分の割合

※契約期間2年　／　償却：賃料の2ヶ月分

手数料配分の割合

手数料配分の割合10

手数料負担の割合
事務所

https://www.imas.jp/search/list/00401.html
https://www.imas.jp/search/list/00728.html
https://www.imas.jp/search/list/00728.html
https://www.imas.jp/search/list/00728.html
https://www.imas.jp/search/list/00651.html
https://www.imas.jp/search/list/00733.html
https://www.imas.jp/search/list/00764.html
https://www.imas.jp/search/list/00769.html


№3

(税別)

物　件　名
住　所　(竣工年)

構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 入居時期 交通

73 深谷市上原有効土地 175外 2324.56 相談※ 秩父鉄道『武川駅』から車で５分、徒歩２０分 防火指定 なし

埼玉県深谷市 464外 2736.85 花園ＩＣから車で８分 建ぺい率 ６０％ 貸主 100%

上原464外、589外、175外 589外 1857.06 容積率 ２００％

高度規制 なし　（一区画規制あり） 客付 100%

※各種相談受付中！内見は立ち合いになりますので、事前にご連絡お願い致します。 HPからも募集状況や図面をご覧いただけます。　　http://www.imas.jp/

≪埼玉県深谷市≫

備考 手数料

※事業用定期借地契約20年

相談 相談 相談 相談

手数料負担の割合

2023年12月1日
手数料配分の割合

問合せ先 ：　株式会社イマス 東京支社2023年5月18日現在
賃貸募集物件一覧表　◆ 貸主 ◆ 

TEL:03-5354-8123　　　FAX:03-5388-9060

事業用 

借地 



№3

(税別)

一般媒介
物　件　名

住　所　(竣工年)
構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 交通

La鳳山ビル SRC 3B 28.13 相談 賃料に含む 事務所 JR南部線『立川駅』徒歩６分 空調 個別空調

東京都立川市 B1/9 (84,390円) 多摩モノレール線『立川北駅』徒歩４分 天井高 2,380㎜ 借主 100%

曙町2-32-1 多摩モノレール線『立川南駅』徒歩１０分 床 OAフロア

(1989年) ＥＶ １基 客付 100%

(仮称)茅場町ビル SRC 1～8 590.03 6,500,000円 ※自主管理 事務所 東京メトロ日比谷線、東京メトロ東西線 空調 個別空調

東京都中央区 1/7 　　　　　　　　　　　　　　　『茅場町駅』徒歩３分 天井高 1F：3,000㎜2F-8F：2,500㎜ 借主 100%

茅場町3-2-12 都営浅草線『日本橋駅』徒歩６分 床 2F-8F：OAフロア予定

(1989年) ＥＶ １基 客付 100%

toDOe代々木 S B1 42.35 12 @ 33,000 店舗・事務所 ＪＲ中央・総武線、JR山手線、都営大江戸線 空調 ―

東京都渋谷区 B1/7 　　　　　　　　　　　　　　　『代々木駅』徒歩１分 天井高 ― 借主 100%

代々木1-35-15 床 ―

(2020年) ＥＶ ２基 客付 100%

(税別)

専任媒介
物　件　名

住　所　(竣工年)
構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 交通

岡本ビル S 2A 43.00 10 @ 13,000 @ 1,500 店舗・事務所 京急急行本線『金沢八景駅』徒歩２分 空調 ―

神奈川県横浜市金沢区 1/6 金沢シーサイドライン『金沢八景駅』徒歩１分 天井高 ３，４７５㎜ 借主 100%

瀬戸5002-4 床 ―

(2021年) ＥＶ １基 客付 100%

(税別)

専任媒介
物　件　名

住　所　(竣工年)
構造
規模

階
区画

面積(坪） 敷金(ヶ月) 賃料 共益費 用途 交通

ヴィレッジ106 RC 5B 25.42 6 @ 9,000 賃料に含む 事務所 JR東北新幹線・仙石線『仙台駅』徒歩６分 空調 個別空調

宮城県仙台市宮城野区 1/8 仙台市地下鉄東西線『宮城野通駅』徒歩６分 天井高 ― 借主 100%

榴岡3-4-16 床 ２ＷＡＹ

(1993年) ＥＶ ２基 客付 100%

※契約期間2年　／　礼金：なし

相談 手数料負担の割合

手数料配分の割合

≪宮城県仙台市≫

入居時期 備考 手数料

ガス・水道
清掃費

別途費用有

備考 手数料入居時期

手数料負担の割合

手数料負担の割合

※契約期間2年　／　 償却・礼金・更新料なし

12
2023年7月 手数料負担の割合

手数料配分の割合

手数料配分の割合

2023年5月18日現在
賃貸募集物件一覧表　◆ 媒介 ◆ 

問合せ先 ：　株式会社イマス 東京支社
TEL:03-5354-8123　　　FAX:03-5388-9060

≪東京都≫

即日

手数料配分の割合

※契約期間3年　／　 償却：10％、礼金：賃料の1ヶ月分 、更新料：新賃料の1ヶ月分

相談
10

※定期借家契約(期間相談)　／　 礼金：賃料の1ヶ月分 

※各種相談受付中！内見は立ち合いになりますので、事前にご連絡お願い致します。

手数料配分の割合

※契約期間3年　／　償却：賃料の2ヶ月分

≪神奈川県≫

入居時期 備考 手数料

即日 手数料負担の割合
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https://www.imas.jp/search/list/00791.html
https://www.imas.jp/search/list/00790.html
https://www.imas.jp/search/list/00790.html
https://www.imas.jp/search/list/00790.html
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https://www.imas.jp/search/list/00789.html


№4

(税別)

物件名 住所 構造 台数 敷金(ヶ月) 礼金(ヶ月) 使用料 入居時期 備考 問合せ先 取引形態

東京都世田谷区 6 即日

三軒茶屋2-2-16 1 2023年11月19日

東京都豊島区

東池袋2-13-14

(税別)

物件名 住所 構造 台数 敷金(ヶ月) 礼金(ヶ月) 使用料 入居時期 備考 問合せ先 取引形態

神奈川県横浜市

港北区新横浜3-18-16

(税別)

物件名 住所 構造 台数 敷金(ヶ月) 礼金(ヶ月) 使用料 入居時期 備考 問合せ先 取引形態

宮城県仙台市青葉区

二日町10-20

¥35,000

≪神奈川県≫

1

113

新横浜交通ビル 機械式 4 1

マルヤス機械ビル 機械式 3 1

¥31,500 即日 全長：4,700㎜　幅：1,700㎜　高さ：1,700㎜　重量：1,500㎏

貸主

即日 全長：5,050㎜　幅：1,850㎜　高さ：1,620㎜　重量：1,600㎏ 東京支社 貸主

2023年5月18日現在
賃貸募集物件一覧表　◆ 駐車場 ◆ 

問合せ先 ：　株式会社イマス 東京支社
TEL:03-5354-8123　　　FAX:03-5388-9060

≪東京都≫

23 ＹＫビル 機械式 1 1 ¥40,000 全長：5,000㎜　幅：1,850㎜　高さ：1,550㎜　重量：1,900㎏ 東京支社

貸主

24

116 イマス二日町ビル 機械式 4 1 1

仙台営業所：宮城県仙台市青葉区二日町14-15 アミ・グランデ二日町3Ｆ　(TEL)022-212-7277

¥24,000 即日 全長：5,300㎜　幅：2,050㎜　高さ：1,550㎜　重量：2,300㎏ 仙台営業所

≪宮城県仙台市≫

東京支社 貸主


