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2019 年 11 月 14 日 

報道関係各位 

 

 

 

 

～全国 15箇所目となるスーパービバホームを核テナントとした“生活に密着した新しい商店街”～ 

 

株式会社 LIXIL ビバ（社長:渡邉修、本社:さいたま市浦和区）は、「ビバモール本庄」を 1２月 4 日（水）に 

オープンいたします。 

 ビバモール本庄は住まいと暮らしの専門店としてプロ向け資材から生活用品を幅広く取り扱うホームセンター スーパー

ビバホームを核とした 30 を超える専門店からなるモールです。“生活に密着した新しい商店街”をコンセプトに、日常使

いに最適で地域にとって欠かせないモールを目指します。 

 

【店舗イメージ】 

 

■ビバモール本庄の特徴 

〇地域社会の皆様に寄り添うモールとして 

①民間災害拠点としてのサービス提供 

・停電時：「充電サービス」 

・断水時：「飲料水給水サービス」、「お客様トイレの開放」 

②停電時の営業継続を可能にする「非常用自家発電機」（BCP） 

③環境への対応（CSR） 

・使用電力削減：「太陽光発電システム」 「LED 照明」  

・節水対策     ：「無水トイレ」 

 

〇お客様が疲れずに買い物を楽しめる工夫として 

・お子様が楽しく遊べる「はにぽん広場」 

・身体を温めてほっと一息「足湯サービス」 

・コーヒーと軽食をしながらゆっくりとお買い物待ち「お待ち広場」 

    

 

「ビバモール本庄」12月４日（水）オープン 

スーパービバホーム本庄店は 11月 30日（土）から先行オープン 

 

News Release 

 

株式会社 LIXIL ビバ  

 

 
〈非常用発電機〉        〈充電サービス〉 
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■スーパービバホーム本庄店 
～20年ご愛顧頂いたビバホーム本庄店をスーパービバホームとして移転増床オープン～ 

 

スーパービバホーム本庄店は、エリア最大級となる 10 万点以上の商品を取り扱うホームセンターです。
住まいと暮らしの専門店として、その品揃えは「資材館」のリフォーム資材・農業資材から、「生活館」の
日用品・家庭用品・ペット・ガーデン等まで多岐に渡ります。「資材館」は地域最大の品揃え・取扱量を
目指すとともに、「生活館」は地域に密着した品揃えと地域一番の価格を目指してまいります。また、各
コーナーでは約 100項目の行き届いたサービスをご用意し、地域のお客様に寄り添い快適な住まいづ
くりを応援いたします。加えて「リフォーム＆デザインセンター」では快適な暮らしを創るリフォームを提案し、
専門スタッフが相談受付から施工管理まで責任を持って対応してまいります。 
 

■営業時間 

 

期間 資材館 生活館 

11 月 30 日（土）～12 月３日（火） 9:00～19:00 

12 月４日（水）～12 月 10 日（火） 9:00～21:00 

12 月 11 日（水）～ 6:30～21:00 9:00～21:00 

 

■スーパービバホーム本庄店 オープニングイベントのご案内 

 

① 紅白大福プレゼント                        ②  風船プレゼント 

  期間：11 月 30 日（土）9：00～              期間：11 月 30 日（土）11：00～   

場所：資材館入り口                                 12 月１日（日）、8 日（日）9：00～ 

  先着 1,000 名様 ※お一人様 1 点限り         場所：生活館入り口付近 

                                              各日先着300名様 ※小学生以下のお一人様1点限り 

 

 

 

【店舗概要】                               【アクセスマップ】 

店 舗 名 称：ビバモール本庄・スーパービバホーム本庄店 

所 在 地：〒367-0053 

埼玉県本庄市中央 2 丁目 4 番 60 号 

電 話 番 号：0495-27-2311 

ＦＡＸ番号：0495-27-2310 

※電話・FAX 番号はホームセンター代表 

総売場面積：24,684 ㎡（約 7,467 坪） 

            スーパービバホーム  12,231 ㎡（約 3,700 坪） 

            専門店          12,453 ㎡（約 3,767 坪） 

駐車場    ：約 1,500 台 

Ｕ Ｒ Ｌ： 

https://www.vivahome.co.jp/honjyo_svh/ 
※11 月 15 日より公開 

 

 

 

 

 

 

https://www.vivahome.co.jp/honjyo_svh/
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■売り場の特徴 

「資材館」 

○木材     ：150坪を超える売り場スペースに合板・荒材を潤沢に品揃え。使用頻度の高い赤松野縁・サンギ・杉

角材は地域一番の価格を目指す。  

○建築金物 ：自動車関連のプロ向けにボルト・ビスの品揃えを強化、6,000 種類を超える圧倒的な品揃え。 

○塗料     ：業務用塗料を拡充、商品に留まらず取り寄せ配送などプロ向けのサービスも拡充。 

○内装資材 ：店舗・商業施設向けの壁紙を強化、糊付けサービスも実施。 

○工具     ：電動工具は地域最大級の売り場で工具に合わせパーツの品揃えも豊富に展開。 

             大工道具は高品質、高耐久な“工匠具”を中心に展開し、道具にこだわる職人ニーズに対応。 

〇農業機械 ：農業従事者向けにエンジン機械を強化するとともに、一般向けのバッテリー式園芸機械も拡充。 

○ワーク用品：高機能防寒衣料を多数追加。建築業から農業まで様々な業種ごとにウェアからシューズまで提案。幅

広いサイズを用意し、裾上げ加工・名入れサービスを実施。 

注目商品 

 

 

 

 

 

〈自社開発により高付加価値＆低価格を実現〉               〈オリジナルブランド ACTPAL、サイズは５L まで展開〉 

 

売り場イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

〈カジュアルから高機能までワーク用品の専門店〉                  〈農作業用機械を幅広く集中展開〉 

 

・各種サービスも充実：一例 

〇資材館 プロのお手伝いサービス 

 

 

 

 

 

〈フォークリフト積み込み〉        〈クレーン積み込み〉            〈作業着の名入れ〉         〈壁紙の糊付け〉 
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「生活館」 

○家電    ：シンプル家電を提案。加えて災害の備えとして非常用電源の提案。 

○ガーデン  ：インテリアグリーンとして室内を彩る一点モノ観葉植物を手頃な価格で品揃え。 

○ペット    ：人用と同じ生産過程、品質、原料で作られた“ヒューマングレードの冷凍食品”を提案 

○家庭用品：健康ブームや機能性の高さから注目を集める南部鉄器製品を拡大展開。 

○カー用品 ：農業従事者向けに軽トラ用オイル・バッテリー・ワイパーに加え農機具メンテナンス用のケミカルも追加。 

〇防災用品：停電対策、水害対策用品を大幅に品揃え強化。 

売り場イメージ 

 

 

 

 

 

 

〈一点モノ観葉を多数揃え、インテリアとしてグリーンを提案〉      〈防災用品は災害種別に必要な商品を提案〉 

 

【ビバモール専門店一覧】 

■物販 ■サービス

店舗名 業種 店舗名 業種

スーパービバホーム ホームセンター ほけん選科 保険代理店

ヤオコー スーパーマーケット 浜町整骨院／セラピック浜町 整骨院

スギドラック ドラッグストア カーサカラー ヘアカラー

わくわく広場 産直市場 クイックカットBB ヘアカット専門店（理容室）

ダイソー 100円ショップ めばえ教室 幼児教室

ラックラック オフプライスストア モーリーファンタジー アミューズメント

プチテンテ ファッション雑貨 りらくる リラクゼーション

カンガルー堂 バッグ・財布 カーブス ※1 女性専用フィットネスクラブ

シュープラザ 靴 ドゥ・スマート トレーニングジム

ビジョンメガネ 眼鏡 ステップゴルフ ゴルフスクール

マックハウス ファミリーカジュアル USキッズランド サービス

誠美堂 ジュエリー 時計 セルフ洗車機※2 サービス

AVENUE 婦人服ブティック 宝くじ サービス

文真堂書店 書籍・文具 ビバモール本庄 郵便局 郵便局

フードボールカフェ タピオカ・クレープ ※1カーブスは3月9日（月）オープン

登利平 お持ち帰り弁当・惣菜販売 ※2セルフ洗車機は12月9日（月）オープン

米乃家 和菓子・焼き物

■飲食

店舗名 業種           

ドトールコーヒー カフェ

サイゼリア 飲食

アリィエハコ 飲食

武蔵野うどん竹國 うどん

ジャンクガレッジ ラーメン まぜそば

バーガーキング ハンバーガー

■その他：銀行ATM  
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【会社概要】 

株式会社 LIXILビバは、株式会社LIXIL グループの連結子会社で東京証券取引所 市場第一部上場企業です。

当社はプロフェッショナルから一般生活者の方々まで、多くの皆さまの住生活にかかわる商品を取り扱う住まいと暮らしの

専門店としての「ホームセンター」の実現を目指し、事業を展開しております。 

私たちの住まいと暮らしは新築大量供給と消費の時代を経て、住み慣れた家をリモデル・リフォームし、より快適な機

能性を重視した住まいへ変革する時代となっております。当社は時代と環境の変化に対応し、住まいと暮らしの困りごと

を解決するソリューション企業、そして常により豊かな住生活を提案する企業でありたいと考えています。 

同時に、社会の一員としての責務を果たし、透明性の高い経営体質によって企業価値向上に努めてまいります。 

会 社 名 
株式会社 LIXIL ビバ 

LIXIL VIVA CORPORATION 

代 表 者 代表取締役社長兼ＣＥＯ   渡邉 修 

本社所在地 
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 1 丁目 13 番 1 号（〒330-8671） 

Tel： 048-610-0610 

創業年月日 1977 年 4 月 1 日 

資 本 金 245 億 9,610 万円 

上 場 市 場 東京証券取引所 市場第一部 （証券コード：3564） 

売 上 高 1,809 億 26 百万円（2019 年 3 月期） 

事 業 内 容 

カー用品、大工資材用品、園芸用品、ペットおよびペット用品、家庭日用品、インテリア用品、家庭

電器製品、文房具、レジャー用品、スポーツ用品、時計、エクステリア用品、住宅設備機器等の総

合小売業および住宅リフォーム 

店 舗 数 
スーパービバホーム本庄店の開店により、「スーパービバホーム」は 50 店舗となり、「ビバホーム」、「ヴ

ィシーズ」、「ハウスデコ」と合せた総店舗数は 100 店舗となります。（2019 年 11 月 30 日時点） 

 

 

 

お問い合わせ先 ＩＲ広報室（野杁
の い り

・小林・渡部
わ た べ

） TEL：０４８－６１０－０６４１ 

 

 

 


