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“イマまでも、イマからも”
　光が丘IMA(イマ)は、昭和62(1987)年4月に、「生活の拠点」「文化の発信地」「地
域コミュニティの核」となることを目的として中央館を開業いたしました。 
　その後、平成4(1992)年4月には東館及び南館を開業し、現在の光が丘IMAが完成
いたしました。 
　光が丘IMAは、LIVIN光が丘店・イオン練馬店の2店を核テナントとし、約150店の
専門店によるショッピングセンターをはじめとして、文化・スポーツ・業務・娯楽施設など
と、1,200台分の駐車場を擁する多機能複合型の大規模施設です。年間延べ約2,200
万人のお客様にご利用いただいております。 
　ちなみに、光が丘IMAの「IMA(イマ)」とは、想像という意味のIMAGINATION(イマ
ジネーション)の頭文字とNERIMA(ネリマ)の最後の三文字から名付けられました。

所在地： 東京都練馬区光が丘5
最寄駅： 都営地下鉄光が丘駅　徒歩1分
開設年月日： 1987年4月
敷地面積： 約30,000㎡
建物規模： 中央館B1F～6F　東館1F～2F

南館1F～3F
当社賃貸面積： 126,810㎡
主なテナント： LIVIN、イオン
テナント数： 約147（量販店・専門店・子育て施設・

クリニック・その他）
駐車台数： 1,200台
その他： 光の広場、IMAホール
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　アピレは「赤羽のファッションの館」として、昭和61年（1986年）3月の開
業以来、地元・赤羽の女性たちに親しまれています。 
　2011年11月に行った全館リニューアルでは、ストアコンセプトを「ヤングマ
インド・スタイルの提案」と設定し、MDを大幅に見直し、イメージの刷新を行
いました。2017年3月には、基本コンセプトはそのままに、ファッション・雑貨
を主軸に全てのＭＤを「ヤングマインド」で包み込んだ、少し上質な赤羽生活
のデイリースタイルを発信する業種・業態構成として、リフレッシュオープンいた
しました。 
　地下食品フロアについては、デイリーフレッシュマート（新鮮な美味しさが集
うフロア）として、暮らし（食）をテーマにして上質な日常生活を提案いたします。
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所在地： 東京都北区赤羽西1
最寄駅： JR赤羽駅　徒歩1分
開設年月日： 1995年11月
敷地面積： 5,397㎡
建物規模： B2F～18F
建物延床面積： 37,926㎡
共有賃貸部分： B1F～2F
共有賃貸面積： 5,277㎡
駐車台数： 提携駐車場450台
その他： 管理組合業務受託

所在地： 東京都北区赤羽西1
最寄駅： JR赤羽駅　徒歩1分
開設年月日： 1995年11月
敷地面積： 7,784㎡
建物規模： B2F～11F
建物延床面積： 63,211㎡
当社賃貸部分： B1F～6F
当社賃貸面積： 30,684㎡
主なテナント： イトーヨーカドー
テナント数： 2（量販店・その他）
駐車台数： 450台
その他： 管理組合業務受託

所在地： 東京都墨田区立花1
最寄駅： 東武線東あずま駅　徒歩1分
開設年月日： 1983年3月
敷地面積： 10,168㎡
建物規模： 全7棟　B1F～9F　他
建物延床面積： 23,770㎡
当社賃貸部分： 全4棟　1F～2F
当社賃貸面積： 4,461㎡
主なテナント： グルメシティ、立花クリニック（内科、腎臓内科、

人工透析）
テナント数： 17（量販店・専門店・子育て施設・クリニック・その他）
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所在地： 東京都江戸川区清新町1
最寄駅： 東京メトロ西葛西駅　徒歩8分
開設年月日： 1983年4月
敷地面積： 7,238㎡
建物規模： 2F
当社賃貸面積： 7,054㎡
主なテナント： マルエツ
テナント数： 20（量販店・専門店・クリニック・その他）
駐車台数： 28台

所在地： 東京都墨田区吾妻橋1
最寄駅： 都営地下鉄本所吾妻橋駅　徒歩5分
開設年月日： 1989年11月
敷地面積： 7,174㎡
建物規模： 30F
建物延床面積： 37,781㎡
当社賃貸部分： 1F～2F
当社賃貸面積： 1,957㎡
テナント数： 8（専門店）
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外苑前駅

青山迎賓館

外苑西通り

表参道駅

アール南青山

青
山
通
り

アール南青山

所在地： 東京都港区南青山3
最寄駅： 東京メトロ外苑前駅　徒歩6分

表参道駅　徒歩8分
取得年月日： 2016年9月
敷地面積： 267.76㎡
建物規模： B2F～3F
建物延床面積： 774.66㎡
テナント数： 5（美容院・専門店・その他）

所在地： 東京都品川区八潮5
最寄駅： JR・東急線・りんかい線大井町駅　バス15分
開設年月日： 1983年8月
敷地面積： 10,509㎡
建物規模： 3F
当社賃貸面積： 12,058㎡
主なテナント： スーパーバリュー、ローソン
テナント数： 20（専門店・クリニック・その他）
駐車台数： 77台
その他： フットサルコート

2018.12



所在地： 東京都練馬区東大泉1
最寄駅： 西武線大泉学園駅　徒歩1分
開設年月日： 2001年11月
敷地面積： 1,862㎡
建物規模： B2F～10F
建物延床面積： 13,135㎡
当社賃貸部分： 3F、 8F～10F
当社賃貸面積： 1,858㎡
テナント数： 10（サービス・オフィス）
駐車台数： 38台
その他： 管理組合業務受託

所在地： 東京都練馬区東大泉5
最寄駅： 西武線大泉学園駅　徒歩1分
開設年月日： 2002年11月
敷地面積： 5,548㎡
建物規模： B2F～27F
建物延床面積： 42,265㎡
当社賃貸部分： B1F～4F
当社賃貸面積： 11,988㎡
主なテナント： ライフ
テナント数： 9（量販店・専門店）
駐車台数： 248台
その他： 管理組合業務受託
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所在地： 東京都立川市曙町2
最寄駅： JR立川駅　徒歩5分
開設年月日： 1994年10月
敷地面積： 1,358㎡
建物規模： B1F～13F
建物延床面積： 10,772㎡
当社賃貸部分： 12F
当社賃貸面積： 431.06㎡
テナント数： 2（専門店・クリニック）
駐車台数： 80台

所在地： 東京都目黒区中町1
最寄駅： 東急東横線学芸大学駅前　徒歩約18分
取得年月： 2017年8月
建物延床面積： 376.05㎡
テナント数： 1（カフェ・サービス）

目黒中町ドリームビル

所在地： 東京都多摩市関戸4
最寄駅： 京王線聖蹟桜ヶ丘駅　徒歩1分
開設年月日： 1999年9月
敷地面積： 9,003㎡
建物規模： B3F～27F
建物延床面積： 68,024㎡
当社賃貸部分： B1F～7F
当社賃貸面積： 28,849㎡
主なテナント： OPA
テナント数： 4（量販店・専門店・その他）
駐車台数： 365台
その他： 管理組合業務受託
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所在地： 千葉県千葉市緑区おゆみ野3
最寄駅： JR鎌取駅　徒歩1分
開設年月日： 1994年3月
敷地面積： 16,871㎡
建物規模： B1F～7F
当社賃貸面積： 77,441㎡
主なテナント： イオン
テナント数： 1（量販店）
駐車台数： 822台
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所在地： 千葉県柏市松葉町4
最寄駅： JR北柏駅　バス10分
開設年月日： 1981年4月
敷地面積： 4,632㎡
建物規模： 2F　他
当社賃貸面積： 1,378㎡
テナント数： 13（専門店・クリニック・その他）
駐車台数： 68台
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所在地： 千葉県流山市
東初石6

最寄駅： つくばエクスプレス、
東武線流山おおたか
の森駅　徒歩1分

開設年月日： 2007年7月
敷地面積： 3,015㎡
建物規模： 7F
当社賃貸面積：12,427㎡
テナント数： 14（専門店・子育て施

設・クリニック・その他）
駐車台数： 137台

所在地： 千葉県野田市みずき2
最寄駅： 東武線梅郷駅　徒歩17分
開設年月日： 1997年4月
敷地面積： 14,906㎡
建物規模： 全2棟　2F　他
当社賃貸面積： 5,326㎡
主なテナント： いなげや、セリア
テナント数： 3（量販店・クリニック・その他）
駐車台数： 230台
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　桶川駅直結のパトリア桶川店は、施設開業以来27年間にわたり”おけがわマイン”
として地域の皆様に親しまれており、2015年10月にリニューアルをいたしました。 
　温もりと優しさが感じられる木目を基調とした環境コンセプトのもとで快適で便
利な買物空間の演出を行っています。 
　核テナントである東武ストアはの売場も全面刷新し、また新しい専門店も多数誘
致し、豊富な品揃えとサービス提供を行っております。 
　3階フロアには、桶川市図書館と大型書店、イベントスペースなどで構成される文
化交流拠点『OKEGAWA honプラス＋（オケガワホンプラス）』を設置し、地域参
加による知の広場づくりを目指しています。

パトリア桶川店

所在地： 埼玉県桶川市若宮１
最寄駅： ＪＲ桶川駅　徒歩１分
開設年月日： 1988年10月
敷地面積： 16,996㎡
建物規模： 1Ｆ～4F
当社賃貸面積： 21,430㎡
主なテナント： 東武ストア、桶川市、丸善他
テナント数： 73（量販店・専門店・図書館・クリニ

ック・保育所・その他）
駐車台数： 750台
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所在地： 埼玉県さいたま市見沼区春野2
最寄駅： JR東大宮駅　バス15分
開設年月日： 1996年10月
敷地面積： 13,818㎡
建物規模： 4F
当社賃貸面積： 30,494㎡
主なテナント： ベルクス
テナント数： 1（量販店）
駐車台数： 840台
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所在地： 埼玉県鴻巣市赤見台1
最寄駅： JR北鴻巣駅　徒歩1分
開設年月日： 1997年9月
敷地面積： 4,529㎡
建物規模： 10F
建物延床面積： 8,115㎡
当社賃貸部分： 1F～2F
当社賃貸面積： 4,184㎡
主なテナント： マミーマート
テナント数： 5（量販店・飲食店・クリニック・その他）
駐車台数： 97台

所在地： 埼玉県加須市花崎北1
最寄駅： 東武線花崎駅　徒歩1分
開設年月日： 1994年11月
敷地面積： 1,616㎡
建物規模： 1F
当社賃貸面積： 1,161㎡
テナント数： 4（介護施設・飲食店・その他）
駐車台数： 36台
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所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合2
最寄駅： JR北与野駅　徒歩3分
開設年月日： 1992年8月
敷地面積： 9,201㎡
建物規模： 全5棟　35F　他
建物延床面積： 58,231㎡
当社賃貸部分： 全3棟　1F～2F　他
当社賃貸面積： 2,372㎡
テナント数： 8（専門店・その他）
駐車台数： 10台
その他： 管理組合業務受託（1号棟）

所在地： 埼玉県川口市川口3
最寄駅： JR川口駅　徒歩3分
開設年月日： 1992年3月
敷地面積： 14,723㎡
建物規模： 全9棟　B1F～25F　他
建物延床面積： 70,666㎡
当社賃貸部分： 全5棟　1F～4F　他
当社賃貸面積： 7,097㎡
主なテナント： コモディイイダ
テナント数： 16（量販店・専門店・子育て施設・

クリニック・その他）
駐車台数： 40台
その他： 管理組合業務受託（二番街）
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所在地： 埼玉県鶴ヶ島市松が丘4
最寄駅： 東武線鶴ヶ島駅　バス15分
開設年月日： 1990年6月
敷地面積： 5,734㎡
建物規模： 1F
当社賃貸面積： 1,746㎡
主なテナント： TAIRAYA
テナント数： 1（量販店）
駐車台数： 80台
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所在地： 神奈川県川崎市多摩区菅北浦4
最寄駅： 小田急線読売ランド前駅　バス10分
開設年月日： 1988年3月
敷地面積： 3,169㎡
建物規模： 1F
当社賃貸面積： 2,002㎡
主なテナント： ゆりストア
テナント数： 2（量販店・その他）
駐車台数： 64台

所在地： 神奈川県相模原市中央区相模原1
最寄駅： JR相模原駅　徒歩1分
開設年月日： 1998年6月
敷地面積： 2,336㎡
建物規模： 5F
当社賃貸面積： 4,735㎡
テナント数： 25（専門店・クリニック・その他）
駐車台数： 提携駐車場253台
その他： 2018年4月リニューアルオープン
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所在地： 神奈川県伊勢原市大住台1
最寄駅： 小田急線鶴巻温泉駅　徒歩20分
開設年月日： 1993年4月
敷地面積： 1,847㎡
建物規模： 1F
当社賃貸面積： 188㎡

 

所在地： 神奈川県横浜市青葉区奈良町1
最寄駅： 東急線こどもの国駅　徒歩2分
開設年月日： 1996年4月
敷地面積： 27,587㎡
建物規模： 4F
当社賃貸面積： 22,252㎡
主なテナント： 三和
テナント数： 1（量販店）
駐車台数： 785台

所在地： 神奈川県厚木市森の里1
最寄駅： 小田急線愛甲石田駅　バス13分
開設年月日： 1985年4月
敷地面積： 9,236㎡
建物規模： 2F
当社賃貸面積： 2,804㎡
主なテナント： 三和
テナント数： 7（量販店・専門店・クリニック・その他）
駐車台数： 182台
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所在地： 神奈川県横浜市中区本牧和田33
最寄駅： JR根岸駅　バス10分
開設年月日： 1997年3月
敷地面積： 3,956㎡
建物規模： 7F
建物延床面積： 6,511㎡
当社賃貸部分： 1F～2F
当社賃貸面積： 714㎡
主なテナント： オーケー
テナント数： 1（量販店）
駐車台数： 17台

所在地： 神奈川県横浜市磯子区洋光台４
最寄駅： JR洋光台駅　徒歩1分
開設年月日： 平成30年7月1日
敷地面積： 36,542.75㎡（洋光台中央団地全体）
建物規模： 1F～2F
建物延床面積： 1,787.05㎡
テナント数： 15（コンビニ、物販等）
その他： ＭＬ・ＰＭ業務受託

洋光台中央

所在地： 神奈川県横浜市中区野毛町3
最寄駅： JR桜木町駅　徒歩5分
開設年月日： 1983年11月
敷地面積： 3,824㎡
建物規模： B1F～9F
建物延床面積： 18,106㎡
当社賃貸部分： B1F～2F
当社賃貸面積： 4,639㎡
主なテナント： 食品館あおば、ハックドラッグ、

横浜信用金庫、ASOBIBA
テナント数： 13（量販店・専門店・クリニック・その他）
その他： 管理組合業務受託
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Moriya Terrace（守谷テラス）

所在地： 茨城県守谷市久保が丘2
最寄駅： 関東常総線新守谷駅　徒歩14分
開設年月日： 1987年4月
敷地面積： 23,352m²
建物規模： 3F　他
当社賃貸面積： 15,788.89m²
主なテナント： カスミ、MrMax、グリーンズプラネット、イトマ

ンスイミングスクール、常陽銀行
テナント数： 8（量販店・専門店・クリニック・銀行・その他）
駐車台数： 623台
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