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報道関係各位 

 
 
 

 
株式会社ビバホーム（社長:坂本晴彦、本社:さいたま市浦和区）は、「ビバモール美原南インター」第１期 

を 9月 4日（土）にオープンいたします。 
■ビバモール美原南インター（第 1期：2021年 9月 4日オープン、第 2期：2021年 9月 18日オープン） 
「ビバモール美原南インター」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

ターであるスーパービバホームを核に、30を超える専門店から構成されます。“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。 

 
 

【モールイメージ】 

 
 
【ビバモール概要】                            【アクセスマップ】 
施 設 名 称：ビバモール美原南インター 
所 在 地：〒587-0002  

大阪府堺市美原区黒山１００8番地 
入店店舗数：36店 
総売場面積：約 27,000㎡ 
駐車場台数：約 1,080台 
駐輪場台数：約 1,230台 
  
 
 
 
 
 
 

News Release 

 

株式会社ビバホーム 
2021年 8月 20日 

 

「ビバモール美原南インター」第１期  ９月４日（土）オープン 
～大型ホームセンタースーパービバホームを核とした“生活に密着した新しい商店街”～ 
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【入店店舗一覧】 

 
 
 
 
 

フロア 屋号 業種 オープン予定
スーパービバホーム ホームセンター
NICO PET ペット
now FRESH mandai スーパーマーケット
ココカラファイン ドラッグストア
ドトールコーヒー コーヒー
フタバクリーニング クリーニング
チャンスセンター 宝くじ
Bull Pulu タピオカ 2021年09月18日
ブロンコビリー ステーキ・ハンバーグ 2021年10月11日
スシロー 回転寿司 2021年10月14日
エディオン 家電製品
A･KA･NO･RE･N 総合衣料
Seria 100円均一
ABCマート シューズ
マックハウス ファミリーカジュアルアパレル
Noel yamamoto 鞄
メガネ本舗 メガネ・補聴器
イルーシー300 300円均一
手芸センタードリーム 手芸用品
COMPASS 文具用品
スガキヤ ラーメン・甘味
KASUYA うどん・焼肉丼・スイーツ
陳麻家 中華料理
楽市楽座 アミューズメント
スタジオアリス 写真撮影・衣装レンタル
WATER STAND ウォーターサーバー
ネイス体操教室 体操教室
楽天モバイル 携帯電話ショップ
理容サービス 理容
アイシティ コンタクトレンズ
クイックカラーＱ ヘアカラー専門店
ほけんの窓口 生命保険・損害保険
gashacoco ガチャ専門店
ハードオフ / オフハウス 総合リユース
デコホーム 生活雑貨 2021年09月22日
メディカルゾーン 眼科、皮膚科、内科、歯科、薬局（予定） 2021年9月18日より順次

他：ATM（セブン銀行）

１F

第１期
2021年09月04日

２F

第２期
2021年09月18日
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■■スーパービバホーム美原南インター店について 
スーパービバホーム美原南インター店は住まいと暮らしの専門店として、地域の皆様の“安全・安心で快適な暮らし”

を応援する商品とサービスを提供します。 
取り扱う商品は「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

多岐にわたる約 10万点の商品を豊富に品揃えしております。 
ペットコーナーにおいてはスーパービバホームでは初となる総合ペット専門店 NICO PETが入店。専門店ならではの

品揃えとサービスで幅広くペットニーズに対応いたします。 
また、自然災害が頻発する昨今の状況を鑑み、LCP※を提案する防災用品コーナーを充実させながらも、商品の

提案にとどまらず、地域の皆様の災害時拠点としての役割を担う設備を備えています。 
店舗には非常用自家発電機及び非常用給水設備を設けており、停電下には資材・生活物資の提供をするととも

にお客様向けの充電サービスを行い、断水下においては飲料水の提供及びトイレの開放を行います。 
※LCP（Life continuity planning:生活継続計画、災害が起こっても普段通りの生活を維持できるように日頃から各家庭で備えておくこと） 
 

【スーパービバホーム美原南インター店概要】                   
店 舗 名 称：スーパービバホーム美原南インター店 
電 話 番 号：072-369-7311（ホームセンター代表） 
営 業 時 間：① 9月 4日（土）～9月 26日（日） 

全館 9:00-20:00 
② 9月 27日（月）～ 

資材館 6:30-20:00、生活館 9:00-20:00 
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.vivahome.co.jp/miharaminami_svh/ 
 
 
スーパービバホーム美原南インター店の売場の特徴 
 
■■ペットコーナーには総合ペット専門店 NICO PETを出店 

NICO PET はアークランドサカモト株式会社が経営する総合ペット専門店です。全国に 5 店舗を展開しており、当
該店舗で 6店舗目の出店で、スーパービバホーム内の出店は初となります。 

NICO PET美原南インター店は”いつもニコニコ ペットライフ”をコンセプトにペット生体及びペット用品合せて 1万点
超を取り扱う総合ペットショップです。 
ペットのワンストップサービスをテーマに動物病院、トリミングサービス、ペットホテルサービスも併設し、ペットとの暮らしを

トータルでサポートいたします。 
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〈ペット生体売場〉 

 
ペット生体は 60頭以上の犬・猫をはじめ、鳥類、小動物、爬虫類・両生類、観賞魚等を取り扱います。 
飼い主の好みと自宅の飼育環境に合ったペットとの出会いを提案いたします。 ※写真はイメージ 
 
ペット生体の取り扱い数 
犬・猫               ：60頭以上 
鳥類                ：およそ 20種 30羽以上     （セキセイ各色、オカメ各色、中大型インコ各種等） 
小動物              ：およそ 30種 50匹以上     （ミニウサギ、チンチラ、モルモット、ハムスター等） 
爬虫類・両生類       ：およそ 30種 100匹以上    （ヘビ、トカゲ、カメレオン、亀、カエル等） 
観賞魚              ：およそ 120種 3,000匹以上 （金魚、メダカ、熱帯魚） 
他 アクアリウム用の水草およそ 50種 300個以上 
 
〈ペット用品は 9,000点以上を品揃え〉 
ペット用品は毎日使う消耗品、フードをはじめ、お手入れ用品、犬具、衣料、ペットハウスなどペットとの暮らしに必要な
商品を幅広く取り扱いいたします。 

 
NICO PETでしか買えないプライベートブランド商品はおよそ
100点を品揃えいたします。 
写真は一例。 
左から 
①鶏ささみスナック：国産・無添加 
②スリング：ワンちゃんと密着して歩ける安心仕様 
③レインコート：バッグ付きで携帯に便利 
 
 
 

写真：NICO PET オリジナル商品一例 
トレンドの冷蔵・冷凍フードは有名ブランド「ブッチ」のこだわり
の素材たっぷりの無添加冷蔵フードをはじめ、ヘルシーな北
海道産エゾ鹿や、高たんぱくで低脂肪なオーストラリア産カン
ガルーの冷凍生肉など品質にこだわり品揃えいたします。 
 
 
 
 
 
 
 

写真：冷蔵・冷凍フード 
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〈充実したサービス〉 
NICO PETではペット生体・ペット用品販売にとどまらず、ペットのワンストップサービスをテーマに犬猫の予防医療から

内科及び外科手術対応ができる動物病院を備えています。加えて、トリミングサービス、ペットホテルサービスも併設し、
ペットとの暮らしをトータルでサポートいたします。 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
 

  
  
 
 
〈ペットにやさしい飲料水を提供 NICO WATER（ニコウォーター）〉  
  

店内には犬・猫をはじめすべてのペットに安
心して使用できるペット用飲料水の販売機
「ニコウォーター」を設置しています。 
ペットの身体に負担となる、発がん性物質、
重金属類、過剰ミネラル等が一切入ってい
ない飲料水を提供します。  
  
  
  
 
 

 
 
〈NICO PET オープニングイベントのご案内〉 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

イベント内容 開催日 時間

カピバラエサやり＆写真撮影会※
税込300円／回
1日20組様限定

9月4日～9月12日 10：00～17：00

金魚・メダカすくい
税込100円／回
すくえなくても1匹プレゼント

9月4日～9月12日 10：00～17：00

ふくろう写真撮影会※
税込500円／回

9月4日、9月5日、
9月11日、9月12日

11：00～12：00
14：00～15：00

※生体につき変更・中止する場合があります。
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■■安全・安心の暮らしを提案 防災・防犯用品売り場 
スーパービバホーム美原南インター店では安全・安心の暮らしをテーマに、防災用品及び防犯用品を集積した売場

を展開しています。特に当社が注力する防災用品売場では、LCP※をコンセプトにした商品を幅広く提案します。 
防災用品の売場では、地震対策、水害対策、台風対策、火災対策、避難対策など災害種別に売場を区切り、

分かりやすく陳列をしています。 
普段からどういうものを備えるべきなのかを分かりやすくまとめた当社オリジナルの防災ガイドブックの配布も行っており商

品以外でも災害の備えをサポートしています。 
また、一般家庭での備えにとどまらず、救助用のゴムボートや炊き出し用品など事業所や自治体の備えにも対応でき 
る品揃えをしています。※写真はイメージ 

※LCP（Life continuity planning:生活継続計画、災害が起こっても普段通りの生活を維持できるように日頃から各家庭で備えておくこと） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
写真左  ：売場イメージ、防災、防犯、バリアフリー等安全安心の暮らしをトータルで提案いたします。 
写真右上：ホームセンタームサシ PB商品の多目的ポップアップテント。設営、折り畳みが簡単な簡易テント。 
写真右下：水害対策に便利な水で膨らむ土のう袋。水に浸けるだけで約 400ｇから 18ｋｇまで膨らみます。 
  

■■プロフェッショナルのニーズにワンストップで対応する「総合建材供給センター」 資材館 
建築資材である木材や鋼材・パイプ・塗料のほか、ドアやフローリングなどの内装建材、工具や農機具、トイレや洗面

台などの住宅設備などに至るまで、様々なジャンルのプロの仕事をサポートする商材を取り揃えており、大量注文や単
品での販売など、様々なニーズに対応しています。 
また、早朝からの営業やクレーン、フォークリフトでの積み込み等サービス面も充実させ、総合建材供給センターとして

の役割を目指してまいります。※写真はイメージ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真左  ：鉄筋、鋼材売場。クレーン設備を備え、大量購入にも対応、スピーディーな積み込みを行います。 
写真右上：バラネジ売場。ネジ、ナット、ワッシャーは 1個から購入することができます。 
写真右下：プライベートブランド電動工具「エレバリオ」。共通バッテリーで 12機種の電動工具を使える人気機種。 
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■■グリーンのある暮らしの空間を提案 ガーデンコーナー 
ガーデンコーナーではグリーンのある暮らしの空間づくりを提案いたします。 
切り花、花壇苗、野菜苗、鉢植えはもちろん、植物を長く健康に育てるための土、肥料に加え、ガーデニングの作業

をより快適にする散水用品、スコップ、鋏などの園芸道具を幅広く取り扱います。 
またお庭にくつろぎの空間をつくるベンチ・パラソル・敷石・レンガを充実させつつも、室内でもインテリアとしてグリーンを

楽しめるように大小さまざまな観葉植物を取り揃えています。  ※写真はイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真左  ：インテリアガーデン売場。暮らしにグリーンを添える観葉植物や鉢花、関連用品を展開。 
写真右下：用土バイキング。育てる植物に合わせて好きな量で用土を購入しブレンドすることができます。 
  
  
【【地域の災害時拠点として災害対策設備を完備】 
スーパービバホーム美原南インター店では地域の皆様の災害時拠点となるべく、災害対策設備として非常用発電

機及び非常用給水設備を完備しています。  ※写真はイメージ 
 

＜非常用発電機＞ 
非常用発電機を備えているので、停
電下においても約 3日間営業すること
ができ、生活物資や資材の供給を行
います。   
加えて、お客様向けにコンセントを

開放し、携帯電話等の充電サービス
を行います。  
  
 
  

＜非常用給水設備＞  
  非常用給水設備の貯水タンクには
常時およそ 30ｔの飲料水を貯めてい
ます。 
災害による断水が起きた時には、お客
様向けに飲料水の供給サービス及び、
トイレの開放を行います。 
  

  

  
  



8 
 

【【省エネルギー設備を備えた環境配慮型店舗】 
スーパービバホーム美原南インター店は環境配慮型の店舗として空気調和設備、機械換気設備、照明設備等の

省エネルギー設備を完備しています。※写真はイメージ 
 
〈環境設備一例〉 
 

 
写真左：空気調和設備。店内の換気を自動調整し、エアコンの効率を最適化します。 
写真中：LED 照明。照明は調光式の LED 照明を採用、場所によって明るさを最適化します。 
写真右：無水トイレ水をまったく流さない小便器。 
 
 
  

  

  

■■大阪府内の小売店舗網 
 スーパービバホーム美原南インター店の出店で大阪府内のビバホームは６店舗となります。 
尚、アークランドサカモト及びビバホームが経営する大阪府内の小売店舗は 10 店舗となります。 
 
アークランドサカモト及びビバホームが経営する大阪府内の小売店舗 

店名 所在地 オープン

スーパービバホーム寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目22番1号 2011年06月10日

ヴィシーズ寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目22番1号 2011年06月10日

スーパービバホーム東大阪店 大阪府東大阪市西岩田2丁目3番25号 2011年09月23日

スーパービバホーム大阪ドームシティ店 大阪府大阪市西区千代崎3丁目南2番66号 2013年10月19日

スーパービバホーム和泉中央店 大阪府和泉市唐国町三丁目17番56号 2016年02月27日

スーパービバホーム吹田千里丘店 大阪府吹田市千里丘北1番2号 2021年08月04日

スーパービバホーム美原南インター店 大阪府堺市美原区黒山１００8番地 2021年09月04日

NICO PET美原南インター店 大阪府堺市美原区黒山１００8番地 2021年09月04日

ホームセンタームサシ貝塚店 大阪府貝塚市小瀬62-1 2011年10月26日

ホームセンタームサシ美原店 大阪府堺市美原区太井586-1 2014年10月29日
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【会社概要】 
株式会社ビバホームは、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る ESG 経営に重点をおき、企業価値向

上を目指してまいります。 

会 社 名 
株式会社ビバホーム 
VIVA HOME CORPORATION 

代 表 者 代表取締役社長 坂本晴彦 
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） 
設立年月日 1977年 4月 1日 
資 本 金 80億円 
売 上 高 2,004億 7百万円（2021年 3月期） 

事 業 内 容 
カー用品、大工資材用品、園芸用品、ペット及びペット用品、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
合小売業及び住宅リフォーム 

店 舗 数 
スーパービバホーム美原南インター店の開店により、「スーパービバホーム」は 61店舗となり、「ビバホ
ーム」、「ヴィシーズ」、「ハウスデコ」、「キャンプギア」、「NICO PET」と合せた総店舗数は 117店舗と
なります。 

関 連 会 社 アークランドサカモト株式会社 
 

お問い合わせ先 
ＩＲ広報室   TEL：070-3161-8983（小林） 070-3192-5605（渡部） 


