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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２期を 

9月 18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。 

9月 4日（土）の第 1期にはホームセンター スーパービバホーム、総合ペット専門店 NICO PET、スーパーマーケ

ット now FRESH mandai、ドラッグストア ココカラファイン等１階エリアの 7店舗をオープン。 

この度の 9月 18日（土）第 2期オープンでは２階エリアの 25の店舗をオープン致します。 

 

【モール外観】 

 

【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：37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 
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【入店店舗一覧】 

 

■休憩スペースも充実 

ビバモール美原南インターでは、お越しになる皆様に長くショッピングを楽しんでいただけるように、１階には「お待ち広

場」、2階には「フードコート」の休憩スペースを設けています。 

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

ニムタ インド料理 2021年09月28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）

第１期

2021年09月04日

２階

第２期

2021年09月18日

１階

1階

（別棟）



3 

 

【フロアマップ】 
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■核テナント スーパービバホームについて 

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。 

 

売場の中でも特に注力しているペットコーナーには、ビバホー

ムでは初となる総合ペット専門店 NICO PET を出店いたしまし

た。NICO PET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の販売にとどまらず、手術対応のできる

動物病院、ペットホテル、トリミングサービスを備えたワンストップサービスを提供いたします。 

 売場中央の広々としたスペースでは常時 60頭以上の犬猫をはじめ、小動物、爬虫類、観賞魚等も合せると3,000

匹以上のペット生体を取り扱います。 

 また、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

は 9,000点以上の取り扱いをいたします。 

 

 

 

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 

資材館では家を一軒建てるのに必要な部材がぜんぶ揃う品揃えを目指し、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、ワークウェア、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、フォークリフト・ホイストクレーンを使用した積み込みサービス、木材等のカット加工サービス、壁紙の糊付け、作

業服の名入れ加工等のサービスを充実するとともに、9月 27日以降は毎朝 6：30 からの早朝営業を行い、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。   

 

 

 

 

NICO PET 雑感 

圧倒的な在庫量：セメント売場 プロ御用達の有名メーカー多数：工具売場 

ペット生体イメージ NICO PET 外観 

ホイストクレーンによる積み込みサービス 

ペット用衣料売場 



5 

 

【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 26日（日）まで 

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/ 

 

【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 

当社が運営する小売り店舗は「スーパービバホーム」が 61店舗、「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。 

尚、ビバモール美原南インターのオープンにより全国のビバモールは 20 カ所となりました。 

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） 

https://www.vivahome.co.jp/miharaminami_svh/

