
1 

 

 

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、「スーパービバホーム吹田千里丘店」を 

8月 4日（水）にオープンいたします。 

スーパービバホーム吹田千里丘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。 

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） 

 

【店舗イメージ】 

 

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

店 舗 名 称：スーパービバホーム吹田千里丘店 

所 在 地：〒565-0815  
大阪府吹田市千里丘北 1番 2号 

電 話 番 号：06-6816-1911（ホームセンター代表） 

総売場面積：約 8,700㎡ 

駐車場台数：約 530台 

駐輪場台数：約 300台 

営 業 時 間：① 8月 4日（水）～８月 16日（月） 

全館 9:00-20:00 

② 8月 17日（火）～ 

資材館 6:30-20:00、生活館 9:00-20:00 

  

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.vivahome.co.jp/suitasenrioka_svh/  

 

News Release 

 

株式会社ビバホーム 

2021年 7月 21日 

 

「スーパービバホーム吹田千里丘店」  8月４日（水）オープン 

～地域の災害時拠点の役割を担う安全・安心の大型ホームセンター～ 

 

https://www.vivahome.co.jp/suitasenrioka_svh/
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【スーパービバホーム吹田千里丘店の売場の特徴】 
 

■安全・安心の暮らしを提案 

スーパービバホーム吹田千里丘店では安全・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約 100

㎡の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。 

※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） 

 

売り場イメージ                           

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。 

 

 

 

 

オリジナル防災用品の開発にも力を入れています 

ビバホームプライベートブランドの防災用品 （一例） 

 
＜吸水式ふくらむ土のう＞ 

吸水式ふくらむ土のうは、水に約 3

分間浸けるだけで、土のうができる商

品です。 

袋は麻でできているので滑りにくく、

しっかりと浸水を防ぎます。 

使用前はコンパクトに保管できるの

で、一般の家庭でも省スペースで備え

ておくことができます。 

 

 

＜プラダン窓ガード＞ 

プラダン窓ガードは、プラダンを窓の

外側に取り付けることで、強風による

飛来物から窓を守る商品です。 

 窓への取り付けは、バンドで行うので、

外壁に釘を打つなどせずに、簡単に取

り付け、取り外しができます。 

 プラダンの厚みは６ｍｍと厚手で丈

夫に出来ています。 

 

ビバホームのホームページでも防災特集をご案内中です。 

防災ガイドブックや、オリジナル商品の説明動画なども充実しています。 

防災特集 URL：https://tcss.vivahome.com/product/app/page/feature_disasterkit/ 

 

https://tcss.vivahome.com/product/app/page/feature_disasterkit/
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■【資材館】 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」 

資材館では、建築用資材をはじめ、配管材・内装材・塗料・リフォーム部材等と作業用工具、パーツ類といった、プロ

が使用する数々の商品を提供します。また、スーパービバホームでは、商品の充分な在庫量を確保して、年間を通じて

事業者に資材を提供できる体制を整えています。  ※写真はイメージ 

 
〈資材売場〉 

写真左：木材売場 
建築用の構造用木材や、一般にも使われる 

2×4 材に加え家具、棚用の集成材などを取り扱
っています。木材のカット加工サービスを行う加工
室もあります。 
 
写真右：鉄筋、鋼材売場 
ホイストクレーンでスピーディーに積み込みを行い

ます。 
 

〈大工用品売場〉 
写真左：ツールデポ 
耕運機、刈払機等の農機具やＤＩＹ、建築

用の電動工具、手工具を取り扱います。カタログ
商品やパーツの取り寄せも行います。 
 
写真右：ワーキングスタイル 
５Ｌサイズの作業着から、女性向け作業着ま

で幅広くワークウェアを取り扱います。作業着の名
入れサービスも行います。 

 

■【生活館】 

生活館では、暮らしを豊かにする商品を多数取り揃えています。 

一般から業務用まで普段の生活に欠かせない日用品や家庭用品などのほか、ペット関連コーナーやジャングルを 

イメージしたインテリアガーデニングコーナーなど、非日常を演出したコーナー展開を行なっています。 

※写真はイメージ 
 
〈ガーデンセンター〉 

写真左：インテリアガーデニング 
室内観葉植物を中心にインテリアとして楽しめ

るグリーンや小物を取り扱います。ジャングルを探
検しているような気分でお買い物を楽しめます。 
 
写真右：ガーデン外売り場 
  初心者でも「失敗しにくい」をテーマにしたオリジ
ナルの花苗、野菜苗や家庭菜園、ガーデニングに
必要な用品を幅広く取り扱います。 

 

〈家庭用品・ペット〉 

写真左：調理器具・キッチンドーム 
  キッチン関連は、一般向けはもちろん業務用の
調理器具まで幅広く取り揃えています。 
 
写真右：ビバペッツ 
  ペットコーナーのビバペッツでは、フード、用品は
もちろん、生体販売及びトリミングサービスも備えて
います。 
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【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吹田千里丘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 10ｔを超える飲料水を貯めてい

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。 

 

 

 

 

【62％の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吹田千里丘店は環境配慮型の店舗として省エネルギー設備を完備しています。空気調和設備、

機械換気設備、太陽光発電設備、照明設備において基準値を大きく下回る設計値となる設備を導入することで、建

物の設計一次エネルギー削減量は 62％となり、2021年 1月 14日に BELS※の評価書交付を受けました。 

※写真はイメージ 

※BELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System：建築物省エネルギー性能表示制度） 

 

〈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。 
年間の電力削減は約 114万ｋｗ 

 
写真右：太陽光発電設備 
  太陽光パネルを設置し、発電します。 
  年間の電力削減は約 1万ｋｗ 
 
写真左：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。 
  年間の電力削減は約 58万ｋｗ 
 
写真右：無水トイレ 
  水をまったく流さない小便器。 
  年間の節水料は約 2万 3千ｔ 
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■大阪府のビバホーム 

 スーパービバホーム吹田千里丘店の出店で大阪府内のビバホームは 5店舗となります。 

尚、2021年 9月にはスーパービバホーム美原南インター店（ビバモール）の出店を予定しています。 

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 

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 468 番 2021年 09月 予定 

 

 

 

 

【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） 

Tel： 048-610-0610 

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吹田千里丘店の開店により、「スーパービバホーム」は 60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」と合せた総店舗数は 115店舗となります。 

（2021年 7月 21日時点） 

 

お問い合わせ先 

ＩＲ広報室   TEL：070-3161-8983（小林） 070-3192-5605（渡部） 


