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「かんでん暮らしモール」の概要

Web検索

お客さま 出店者関西電力

はぴeみる電

○暮らしのお役立ちサービスを提供するECモール「かんでん暮らしモール」を、3月1日からオープンします。
○「暮らしのお困りごとを解決する！」をコンセプトに、サービス提供事業者（出店者）を本ECモールに誘致し、「不動産・住宅」「保険」
「家事サポート」「生活サポート」「ヘルスケア・学び」の５カテゴリーで、「はぴeみる電」会員の皆さま※に様々なサービスをご提供します。

かんでん暮らしモール

出店

サービス提供

￥販売
手数料

PR（メール・LINE・DM他）

はぴeポイント

注文

￥サービス利用料

※一部のサービスについては、
直接出店者へ注文・お支払の場合あり

はぴeみる電 ID/PW

はぴeみる電
会員

不動産
住宅

保険

家事
サポート

生活
サポート

ﾍﾙｽｹｱ・
学び

■暮らしサービス提供ジャンル

住宅設備修理、剪定造園、留守
宅管理、小規模リフォーム 等

自転車保険、がん保険、医療保
険、傷害保険、介護保険 等

ハウスクリーニング、宅食、宅配ク
リーニング、洗濯代行 等

収納、害虫駆除、防犯、ﾍﾟｯﾄｼｯﾀｰ
遺品整理、PC設定 水宅配 等

ｵﾝﾗｲﾝ英会話、ｷｯｽﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ、
ｵﾝﾗｲﾝﾌｨｯﾄﾈｽ、遺伝子検査 等

※サービス提供ジャンル、出店者さまは今後も順次追加予定

※電気・ガス料金の支払い等に利用可能
（当社指定の料金メニューのお客さまに限ります）

※当社と電気またはガスのご契約がある「はぴｅみる電」会員の皆さま
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提供する“価値”

「はぴｅみる電」会員の皆さまのメリット

●はぴｅポイントがたまる※1

サービスのご利用に応じて、「はぴｅポイント」が加算されます

また、たまったポイントは各種サービスや電気・ガス料金のお支払※2等にご利用いただけます

●様々な暮らしのお困りごとが解決

様々な暮らしのお役立ちサービスが揃っているので、迷わず便利にご利用いただけます

サービス提供事業者（出店者）の皆さまのメリット

●かんでん暮らしモール独自特典

料金割引、景品などかんでん暮らしモール独自の特典をご用意

例）初期費用値引き、診断料無料、グッズプレゼント、かんでん暮らしモール独自プランなど

●「はぴeみる電」会員の皆さまへの新たな接点獲得
かんでん暮らしモールを、様々な暮らしのお役立ちサービスを提供する魅力的なプラットフォームとして活用する
ことで、「はぴｅみる電」会員に対する新たなアプローチ・接点として、販路拡大に繋げていただけます

●価格が明示されているから安心

見積りが必要なサービスも、基準価格が明示されているから安心してご利用いただけます

●お客さまへのPRは関西電力が実施
関西電力が、「はぴｅみる電」会員の皆さまに、会員情報に応じてメールやLINEでおすすめのサービスをＰＲ
（通常のＥＣモールならお客さまへのＰＲが有料になるところ、「かんでん暮らしモール」なら無料で行えます）

●他社サービスと組み合わせたPRで販売機会の増加
関西電力が、他社のサービスと組み合わせて、「はぴｅみる電」会員の皆さまにご提案

※1 一部、はぴｅポイント対象外のサービスがあります
※2 当社指定の料金メニューのお客さまに限ります
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サービスラインナップ・サービス提供事業者一覧 【5カテゴリー・33ジャンル】

カテゴリー ジャンル
サービス提供事業者
（サービス名）

生活
サポート

収納 サマリー（サマリーポケット）

ワイシャツレンタル NextR（ワイクリン）

害虫駆除 モバイルテレビジョン（害虫駆除社）

防犯
関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ

（ホームセキュリティ）

ペットのお世話 ラニマル（セワクル）

デジタル機器設定・修理
日本PCサービス

(ドクター・ホームネット)

遺品・生前整理 SevenGodｸﾞﾙｰﾌﾟ（ナナフク）

ペット葬儀
シェアリングテクノロジー
（生活110番）

便利家電・グッズ

クリアパス（cocochi）デザイン家電

食器・調理器具

水宅配 アクアクララ

教育ローン オリエントコーポレーション

ヘルスケア
学び

オンラインフィットネス LEANBODY

遺伝子検査キット idscope
（ジェノプラン 遺伝子検査 キット）

プログラミング（子ども）
コードキャンプ

（CodeCampKIDS）

オンライン英会話 レアジョブ（レアジョブ英会話）

カテゴリー ジャンル
サービス提供事業者
（サービス名）

不動産・
住宅

住宅設備修理

シェアリングテクノロジー
（生活110番）

エクステリア

剪定・造園

電気工事

住宅備品販売
CoLife（iecon）

リフォーム

留守宅管理
リロケーション・インターナショナル

（リロの留守宅管理）

保険

自転車保険

関西電力
（かんでん保険）

がん保険

医療保険

傷害保険

介護保険

家事
サポート

ハウスクリーニング アビドレックス（クリーンクルー）

宅食 ナッシュ（Nosh）

クリーニング 東田ドライ（リナビス）

衣類の洗濯 OKULAB（Laundry OUT）
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カテゴリー ジャンル サービス提供事業者 サービス名 サービス概要

不動産・
住宅

住宅設備修理

シェアリングテクノロジー株式会社 生活110番
暮らしの中の「お困りごと」を解決するサービス。暮らしのお困りごとに合わせて全
国4,600社以上の提携業者の中からお客さまのご希望の地域で対応できる
専門業者を無料でご紹介

エクステリア

剪定・造園

電気工事

住宅備品販売

株式会社CoLife iecon

換気口フィルターなど、住まいの空気や水を中心に快適な暮らしのための様々
な備品販売や住宅設備機器の交換工事、床・壁の補修や貼替、エコカラット
やピクチャーレールなどの暮らしのプラスαのプチリフォームまで、お住まいに関
する不具合やご要望などお気軽にお問い合わせください

リフォーム

留守宅管理
株式会社リロケーション
・インターナショナル

リロの留守宅管理
所有のご自宅、空き家をお客様の状況・要望に応じた最適なプランにて
安心・安全の賃貸管理サービスを提供致します

保険

自転車保険

関西電力株式会社 かんでん保険
関西電力と東京海上日動火災保険が一緒に作った「はぴｅみる電会員さま」
限定の手軽でシンプルな保険。お申込みはＷＥＢで簡単

がん保険

医療保険

傷害保険

介護保険

家事
サポート

ハウスクリーニング アビドレックス株式会社 クルーンクルー
フランチャイズではない、研修を受けた自社の社員が対応。訪問見積、出張費
も無料。お得なセットプランもご用意

宅食 ナッシュ株式会社 Nosh
管理栄養士考案の低糖質、低塩分で高たんぱく質の食事を、自社専属のシェ
フが監修し調理。冷凍でお客さまにお届けするサービス

クリーニング 株式会社東田ドライ リナビス
熟練の職人による手間ひまをかけた高品質なネット宅配クリーニング。おせっか
い品質と無料保管サービスでお客様満足度３冠

衣類の洗濯 株式会社OKULAB Laundry OUT
自宅でするのが"あたりまえ"だった洗濯を、ご自宅にいるまま手軽に、宅配で洗
濯物を預けられる洗濯代行サービス

（参考）各サービスの概要
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カテゴリー ジャンル サービス提供事業者 サービス名 サービス概要

生活
サポート

収納 株式会社サマリー サマリーポケット
専用ボックスに詰めて送るだけの宅配型収納サービス。1箱単位で預けられ、必
要になったモノだけを最短翌日にお届け。預けた荷物は、スマホ・PCで管理可能

ワイシャツレンタル 株式会社NextR ワイクリン
１ヶ月分(20着)のワイシャツのレンタル＆クリーニングを行う、日本初のワイシャ
ツ宅配サービス。着用済みワイシャツは洗わず専用回収袋で月１回返却

害虫駆除 モバイルテレビジョン株式会社 害虫駆除社
害虫の調査から駆除まで、実績ある直営スタッフが迅速丁寧に対応。調査料
無料かつ低料金で安心の適正価格。再発防止のためのアフターフォローも万全

防犯
株式会社関電セキュリティ・オブ・

ソサイエティ
ホームセキュリティ

関西電力グループのホームセキュリティ。関西の50,000件を超えるご家庭で信
頼の警備実績

ペットのお世話 株式会社ラニマル セワクル
専門の資格を持ったプロのシッターが専任で対応。シンプルな料金体系（時間
制）と、満足できなかった場合の全額返金保証で安心

デジタル機器設定・修
理

日本ＰＣサービス株式会社 ドクター・ホームネット
パソコン・スマホ・タブレットなどデジタル機器の設定、修理を年中無休で対応。
サポートスタッフはスーツ着用の正社員のみ。年間16万件のサポート実績

遺品・生前整理 株式会社SevenGodｸﾞﾙｰﾌﾟ ナナフク
「遺品整理士認定協会」公認の遺品整理のプロが、部屋の片づけ、家財処分、
形見分けを年中無休で対応。海外リサイクルも積極的に行い、家財の買取りも
行う

ペット葬儀 シェアリングテクノロジー株式会社 生活110番
暮らしの中の「お困りごと」を解決するサービス。提携業者の中から希望の地域の
ペット供養のプロの業者をご紹介。

便利家電・グッズ他 株式会社クリアパス cocochi
「ここち良いライフスタイルを提案するセレクト通販サイトcocochi」のかんでん暮
らしモール支店。暮らしを豊かで楽しくするキッチン雑貨や家電などをお届け

水宅配 アクアクララ株式会社 アクアクララ
ウォーターサーバーの設置作業やお水の配達、故障対応、定期メンテナンスま
ですべて自社専門スタッフが対応。ボトルの購入ノルマなし

教育ローン 株式会社オリエントコーポレーション 教育ローン
お子様の教育全般に関わる費用に利用が可能な教育ローン。お申込みはオン
ラインで簡単

ヘルスケ
ア・学び

オンラインフィットネス 株式会社LEANBODY LEANBODY
日本最大級のオンラインフィットネス動画サービス。450以上の多彩なプログラ
ムがいつでもどこでも受け放題。２週間無料体験も可能

遺伝子検査キット 株式会社idscope
ジェノプラン

遺伝子検査 キット
唾液採取で国内最多500項目の結果。遺伝的要因と生活習慣などの環境的
要因を解析し、疾患発症リスクを予測して健康管理に関するアドバイス

プログラミング（子ども） コードキャンプ株式会社 CodeCampKIDS
小中学生のためのオンラインプログラミングスクール。オリジナルの映像教材と先
生からのフィードバックで個別最適化された学びが可能に

オンライン英会話 株式会社レアジョブ レアジョブ英会話
インターネットを使った英会話サービス。いつでもどこでもリーズナブルに外国人講
師によるレッスンが受講可能

（参考）各サービスの概要
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（参考） における各種サービスについて

電力・ガス自由化に伴い、差別化を図るため、暮らしに役立つサービスを拡充

暮らしのトラブル駆けつけ

スロットチャンス
はぴ太ビンゴ

ポイントサービス

いつでもどこでも
ガス料金をチェック！

ガスの見える化

暮らしに役立つサービス

LINEで
電気料金・ガス料金を確認!

まとめて
電気料金のチェック

電気の見える化

今月の電気料金が
予測できる！

過去のガス料金
をチェック！

便利・おトクなコンテンツ

生活リズムお知らせ

withはぴe
ウェブマガジン

暮らしサービスECモール


