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◆東京電力パワーグリッド株式会社との業務提携による「でんきの駆けつけサービス」の提供開始について

⇒首都圏（東京電力エリア）※1での新たなサービスとして、より安心して当社の電気をお選びいただけるよう、

関西エリアでは平成28年4月から行っている「でんきの駆けつけサービス」を、東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東京電力ＰＧ」）

と提携し、ご提供することとしました。

【サービス概要】

「はぴｅプラス」をご契約いただくお客さまの電気設備のトラブル(ご家庭でブレーカーや電気の配線、コンセントといった設備が原因で停電が起きた場合等）に、
東京電力ＰＧが原則無料でサポート★します。（２４時間３６５日受付）※2

★：出張費、６０分以内の作業費は無料となります。特殊工具や部品交換を要するなど、作業内容により別途費用がかかる場合があります。天候・交通状況・作業員の作業状況により現場への出動に時間を要することや、
当日中に出向できない場合等があります。また、栃木県、茨城県、埼玉県、静岡県（富士川以東）の一部地域において、土日休祝日（12月29日から1月3日を含む）および平日夜間にお電話いただいた場合は、翌営業日
（12月29から1月3日の場合は1月4日）以降の訪問となります。

【サービス開始日】

平成２９年６月１日以降、「はぴｅプラス」にご加入のお客さまを対象にサービスの提供を開始します。
（毎月１５日時点でのご契約者さまを対象とし、翌月1日からのサービス提供となります。既に「はぴｅプラス」にご契約いただいているお客さまも自動的にサービスの対象とさせていただきます。
ただし、サービス規約の内容をご確認いただき、同意のうえで、ご利用下さい）

提
携

１

※１：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県（富士川以東）。離島は除く。
※２：本提携により当社が提供するサービスと同様のサービスとなる東京電力PGの安全点検サービスは、平日日中対応の場合9,000円、土日祝日および夜間（17:00～翌8:40）対応の場合13,000円となります

（2017年4月時点）。詳細は、東京電力PGの安全点検サービス詳細 http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/for-general/consulting.htmlをご覧ください。

首都圏における電力販売の新たな取組みについて

首都圏
（東京電力エリア）

のお客さま

ご自宅に駆けつけ

電気のご契約

・電気がつかない
・ブレーカーが落ちる
・分電盤が焦げ臭い

などの電気に関する
トラブルが発生

関西電力のお客さまなら原則無料でサポート
★
！

サービスご利用時の
お問い合わせ先

◎電気に関するトラブルが発生した際は、

東京電力パワーグリッドへお問い合わせ下さい。

東京電力パワーグリッド株式会社

（２４時間３６５日受付）

ＴＥＬ：０１２０－９９５－００７

◆０１２０番号をご利用になれない場合

ＴＥＬ：０３－６３７５－９８０３（有料）

サービス内容に
関する

お問い合わせ先

◎「はぴｅプラス」や「でんきの駆けつけサービス」の

内容については、関西電力へお問い合わせ下さい。

関西電力株式会社お問い合わせ専用ダイヤル

［受付時間］午前９時～午後８時（平日のみ）

ＴＥＬ：０８００－７７７－０５００

【お問い合わせ先】【提携イメージ】
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企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

アクアクララ株式会社
東京都
港区

清涼飲料水製造・宅配事業

埼玉県電機商業組合
埼玉県
上尾市

埼玉県全域に所在し、家電製品等の販売を行う地域電気店の販売・経営等の支援

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

株式会社アイアンドシー・クルーズ
東京都
港区

太陽光発電・エネルギー事業、リフォーム・住生活事業、自動車・その他事業

上新電機株式会社
大阪府
大阪市

家電製品、情報通信機器、エンターテインメント商品及び住宅設備機器とこれらに関連する商
品の販売

株式会社シンクロ・フード
東京都
渋谷区

飲食店出店開業・運営支援 及び関連業者とのマッチング支援、飲食店の出店開業・運営支
援及び求人情報サイト等の運営

株式会社テンフィートライト
東京都
中央区

マンション向けＩＳＰ事業(インターネット接続事業)、Ｗｅｂ企画制作、
電気通信工事全般、通信関連機器販売、他

株式会社ビックカメラ
東京都
豊島区

カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、時計、ゲー
ム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

株式会社福屋ホールディングス
大阪市
北区

不動産の売買・仲介・賃貸 及び管理、建築・土木工事業、建築の設計・工事監理業、損害
保険代理事業、生命保険の募集に関する業務

ヤマト住建株式会社
神戸市
中央区

注文住宅事業、分譲住宅事業、不動産流通事業、リフォーム事業、中古住宅買取再生事業

神奈川県電機商業組合
神奈川県
横浜市 神奈川県、東京都全域に所在し、家電製品等の販売を行う地域電気店の販売・経営等の

支援
東京都電機商業組合

東京都
文京区

平成29年5月26日時点

【新たな提携先】（準備が整い次第順次販売活動を開始いたします）

２

⇒新たに、２つの企業・団体と提携（アクアクララ㈱、埼玉県電機商業組合）＜提携先が、これまでの９つと合わせ、計１１に拡大＞

【これまでの提携先】

首都圏における電力販売の新たな取組みについて

◆首都圏における電力の販売提携先の拡大について
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企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

岩谷産業株式会社 大阪府大阪市 エネルギー事業、産業ガス事業、 機械、マテリアル 等

KDDI株式会社 東京都千代田区 移動通信事業、固定通信事業、コンテンツ事業 等

中央電力株式会社 大阪府大阪市 マンション一括受電サービス、電力小売サービス 等

東洋テック株式会社 大阪府大阪市
機械警備、ホームセキュリティ、輸送警備、施設警備、
受託管理業務 等

株式会社
ケイ・オプティコム※ 大阪府大阪市 電気通信事業、小売電気事業 等

かんでんＥハウス
株式会社※ 大阪府大阪市

住宅設備機器販売・リース、
業務用機器販売リフォーム 等

関電コミュニティ
株式会社※ 大阪府大阪市

マンション管理事業、インテリア・リフォーム事業、
建物リフレッシュ事業 等

株式会社関電セキュリ
ティ・オブ・ソサイエティ※

大阪府大阪市
ホームセキュリティサービスの提供、
遠隔監視情報の配信サービス 等

「関電ガスの販売における提携先の拡大について ３

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

株式会社イーエネ 京都府京都市 スマート電化、再エネ機器の提案・販売 等

株式会社イーテック 大阪府堺市 エネルギーのトータルソリューション 等

泉谷電気工事株式会社 大阪府大阪市 建物・施設の電気設備の総合メンテナンス 等

株式会社エスコムグローバル 大阪府大阪市 商業施設等でのイベント営業 等

エンブリッジ株式会社 大阪府大阪市 プロモーション、アジア戦略、コストダウン事業 等

株式会社オーエヌ設備 京都府京都市 設備工事業 等

大阪熱學工業株式会社 大阪府大阪市
水（給排水衛生設備・消防設備）と
空気（冷暖房空調換気設備）の施工管理 等

有限会社大津冷凍工業 滋賀県大津市
冷凍、冷蔵、空調、厨房設備機器等の
販売・施工・修理 等

九櫻設備工業株式会社 大阪府大阪市 給排水衛生、空気調和、消火等の工事設計施工等

有限会社ケーアンドエム 大阪府大阪市 不動産賃貸業、物品販売業 等

株式会社しき島ガスワン 兵庫県加古川市 液化石油ガスの製造・販売、関連器具の売買 等

株式会社ティアンドイーシステム 大阪府堺市
日用品製造・卸売・小売、発泡スチロールリサイクルシ
ステム、工事・設計・施工・管理 等

平成29年5月26日時点
※当社グループ企業

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

中井機械工業株式会社 大阪府四條畷市 食品機器の製造、販売事業 等

株式会社中島電業所 滋賀県草津市 電気設備工事、鉄道電気工事 等

ネクストムーブ株式会社 大阪府大阪市 業務用厨房機器、電気機器等の販売 等

廣川電機株式会社 兵庫県尼崎市 空調、給排水設備、自動制御装置等の設計・施工 等

不二電気工事株式会社 兵庫県尼崎市 省エネルギー化設計・工事、高圧・低圧電気設備工事 等

株式会社古田鉄工所 和歌山県御坊市 鉄工業、金属加工業、各種機械器具製作・修理・販売 等

株式会社ラポール 大阪府大阪市
マーケティング・広告、販促物製作、ポスティング、
コールセンター、ワールドプリペイドカード等の販売 等

株式会社エネゲート
※

大阪府大阪市
電気計測器及び関連機器の製造・販売・修理調整・
取替工事・検定申請代行 等

株式会社
関電エネルギーソリューション

※ 大阪府大阪市
ユーティリティサービス、地域熱供給サービス、
ESCOサービス、エネルギーマネジメントサービス 等

関電ファシリティーズ
株式会社

※ 大阪府大阪市
不動産の総合管理、建物の建築・改築等の工事請負、
マンション管理、駐車場運営 等

関電サービス株式会社
※

大阪府大阪市
電力関連事業、広告・イベントのプロモーション、
社会貢献型事業 等

【新たな提携先】（準備が整い次第順次販売活動を開始いたします）

⇒新たに、２３の企業と提携＜提携先が、これまでの１４と合わせ、計３７に拡大＞

【これまでの提携先】

企業・団体名 本社所在地 主な事業内容

大阪府電機商業組合 大阪府大阪市

大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、
和歌山県全域に所在し、家電製品等の販売を
行う地域電気店の販売・経営等の支援 等

京都府電機商業組合 京都府京都市

滋賀県電器商業組合 滋賀県守山市

奈良県電器商業組合 奈良県天理市

兵庫県電機商業組合 兵庫県神戸市

和歌山県電器商業組合 和歌山県和歌山市


