
 

 

 

“電気”と“電化機器のリース”をパッケージにした新サービス 

「はぴｅセット」の申込受付開始について 
 

２ ０ ２ １ 年 ５ 月 ２ ６ 日 

関西電力株式会社 
 

当社は、新たなライフスタイルやゼロカーボン化等の多様化するお客さまニー

ズにお応えするために、電気とエコキュート等の電化機器のリースをパッケージ

にした、ご家庭のお客さま向けのサービス「はぴｅセット」を新設し、６月１日

から申込受付を開始します。 
 

＜対象＞ 
・関西エリアの既築戸建住宅にお住まいで、ガス・灯油給湯器をご使用中の 

お客さま 
 
＜概要・特徴＞ 
・電気と電化機器のリースをパッケージにした、１０年契約のサービス。電

気とエコキュートの組み合わせをメインメニューとし、ご希望に応じてＩＨク
ッキングヒーターやＥＶ充電器のリースも可能。 

・初期費用０円から※1オール電化が実現でき、契約期間満了後は、お客さま
へ機器を無償譲渡。 

 
＜料金体系＞ 
・電気使用量に応じた３つの定額プランを用意（エコキュートのリース料金、

標準取付工事費、機器修理費を含む）。 
・プランごとに設定している電気使用量を超えた場合は、超過料金をいただ

く一方、設定使用量を下回った場合は、「はぴｅポイント」で還元※2。 
 
＜その他＞ 
・今後、蓄電池や太陽光発電システム等、機器ラインナップの拡充や、サー

ビス対象の拡大といった、魅力向上に向けた施策を検討。 

 

電気と電化機器のリースをパッケージで提供するサービスは初めてです。 

 

当社は、電化の推進に取り組み、社会のゼロカーボン化に貢献するとともに、

多様なソリューションを通じた新たな価値を提供し、引き続き、お客さまと社会

のお役に立ち続けてまいります。 

 

以 上 
 

※1：当社が定める標準取付工事費用はサービス料金に含まれますが、標準外工事が発生する場合は、別途、
費用をお支払いいただきます。 

※2：設定使用量を下回った電力量1kWhにつき、「はぴeポイント」を10ポイント付与させていただきます。 

 

添付資料：「はぴｅセット」の概要 



電気と電化機器リースをパッケージにした新サービス
「はぴｅセット」の概要について

２０２１年５月２６日

関西電力株式会社
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「はぴｅセット」の概要
●「はぴｅセット」は、一定の電気料金とエコキュートの機器リース料金・標準取付工事費・機器修理費が
セットで、オール電化が月々９，８００円から始められるおトクなメニューです。
●ご希望に応じて、ＩＨクッキングヒーターやＥＶ充電器を組み合わせたリースも可能です。

おトク１ 初期費用が０円～でオール電化が可能に！

電気料金 エコキュートの料金

９，８００円／月～９，８００円／月～

＋
はぴｅセット(主契約) はぴｅセット(オプション契約)

ＩＨクッキングヒーターの料金

ＥＶ充電器の料金

１，３２０円／月～１，３２０円／月～

６６０円／月～６６０円／月～

●電気料金
●機器リース料金
●標準取付工事費
●機器修理費
がセットになった
おトクなメニュー！

※1

※2

※1.プランごとに設定された電気使用量までの
電気料金

※2.リース約款に定める標準工事範囲に含まれ
ない費用は、実費分を負担いただきます

※3.リース約款に定める修理範囲等に含まれ
ない費用は、実費分を負担いただきます

おトク２ ライフスタイルに合わせて選べる３つのプラン！

プラン 基本料金(税込)
基本料金に含まれる
電気ご使用量

左記を超える
1kWhにつき(税込)

Ｓプラン ９，８００円／月 ２００ｋWｈ／月 ２５．３０円
Ｍプラン １４，６００円／月 ４５０ｋWｈ／月 ２１．５３円
Ｌプラン １９，４００円／月 ７００ｋWｈ／月 ２０．５０円

●お客さまの家族人数や
ライフスタイルに合わせて
自由に選択可能！
●契約後のプラン変更も
可能 で安心！※4

※4.ご契約開始日または前回のプラン変更日から
１年経過後にプラン変更が可能となります

※3
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「はぴｅセット」の概要

おトク３ 使わなかった電気ご使用量はポイントでお返し！

おトク４ 契約期間終了後は機器はお客さまのものに！

●はぴeセットは１０年間 のご契約となります。契約期間中は当社がリース機器を所有します。
●契約期間満了後のリース機器はお客さまの所有となり、ご精算等の手続きもなく、引き続き
ご使用いただけます。

はぴｅセットＭプラン
(450kWhまで基本料金に含まれる)にご加入のケース

＜300kWh/月の場合＞

＜610kWh/月の場合＞

電気使用量
(300kWh)

電気使用量
(450kWh)

使わなかった分
(150kWh)

電気ご使用量 300kWh 450kWh

電気ご使用量 450kWh 610kWh

14,600円

14,600円

18,050円

1kWhにつき、
10ポイントの
はぴｅポイントを
付与します

超過の場合は
21.53円／kWhを
基本料金に加算します

１，５００円相当分を
ポイントでお返し！

電気使用量
(160kWh)

●毎月の電気料金が一定の
電気使用量まで定額料金
で、家計管理もラクラク！
●プランごとに設定された電気
使用量まで使わなかった場合
は、はぴｅポイント でお返し！
●はぴｅみる電のアラートメール
機能 で、ご使用量の管理も
可能です

※2

※1.再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費
調整制度に基づいた燃料費調整額は除きます

※2.各月の検針日から5営業日以内に加算し、加算
された日から5ヶ月後の月の末日に失効します

※3.アラートメール機能は、はぴｅみる電にてお客さま
ご自身で設定いただく必要があります

※3

※1

※4

※4.ご契約期間は、契約成立日から、使用開始日以降の121回目の検針日の前日までとなります
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機器ラインナップ

主
契
約

オ
プ
シ
ョ
ン
契
約

角型 薄型
給湯専用 セミオート フルオート フルオート

コロナ ● ● ● ●
ダイキン工業 ● ● ● ●
パナソニック ● ● ● ●
三菱電機 ● ● ● ●
月額料金 はぴｅセットの基本料金に含まれています

据置タイプ ビルトインタイプ
ミドルグレード ハイグレード

２口 ３口
天板サイズ 60cm 天板サイズ 60cm／75cm

パナソニック ● ● ●
三菱電機 ● ● ●
月額料金 1,320円 1,870円 2,420円

壁面取付
コンセントタイプ 充電ケーブル搭載タイプ

パナソニック ● ●

月額料金 660円 1,760円

＜エコキュート＞
・お客さまの現在の給湯設備に対応
できるよう、豊富な給湯タイプから
お選びいただけます。
・タンク容量はすべて３７０Ｌとなり
ます。
・塩害地域にお住まいの方には別途、
耐塩害仕様をご用意させていただき
ます。

＜ＩＨクッキングヒーター＞
・お客さまの現在のキッチンに対応
できるよう、据置・ビルトインタイプの
２種類からお選びいただけます。
・ビルトインタイプは３口とし、天板
サイズは６０ｃｍと７５ｃｍから
お選びいただけます。

＜ＥＶ充電器＞
・コンセントタイプと充電ケーブル搭載
タイプの２種類からお選びいただけ
ます。

タイプ

タイプ

タイプ

メーカー

メーカー

メーカー

※重塩害仕様については対象外となります
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当社モデルケースによる試算

電気料金 エコキュート
＋

はぴｅセット(主契約) はぴｅセット(オプション契約)

ＩＨクッキングヒーター

はぴeセット(Ｍプラン)とＩＨクッキングヒーター(ビルトインタイプ/ミドルグレード)をご契約の場合

都市ガス併用の場合
(従来型ガス給湯器＋ガスコンロ)

はぴｅセットＭ＋ＩＨオプションの場合
(エコキュート＋ＩＨクッキングヒーター)

都市ガス
（673m3）

約113,000円/年

従量電灯Ａ
（5,246kWh）

約132,600円/年

約245,600円/年

機器代は
含まれてい
ません

はぴｅセットＭ
＋ＩＨオプション
（7,321kWh）

※戸建4LDKにお住まいで4人家族、クレジットカード
支払いの場合の当社モデルによる試算

※金額は百円未満を四捨五入
※電気料金には、消費税相当額を含み、再生可能
エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整制度に
基づいた燃料費調整額は含みません

※ガス料金には、消費税等相当額を含み、原料費
調整制度に基づいた原料費調整額は含みません

※リース約款に定める修理範囲等に含まれない修理
費用は、実費分を負担いただきます

※契約期間の途中に解約される場合は、契約期間
の残りの期間に応じ、解約精算金をお支払いいた
だきます約239,300円/年

電気料金、機器代、
標準取付工事費、
機器修理費 が

すべて入っておトク！
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お申し込み手続きの流れ

はぴeセット お申込み手続きの流れはぴeセット お申込み手続きの流れ

①お問合せ ②ご提案・
現地調査 ③お申込み ④ご契約 ⑤機器の

設置・工事 ⑥ご使用開始

お電話もしくは当
社ホームページにて
お問合せください。

メニューの詳しいご説明
および設置場所の確認
をさせていただきます。

所定のお申込書を
ご記入のうえ、お申
込みいただきます。

お申込み内容を確認
し、当社の承諾により
契約が成立します。

お申込みから約2週間
後に機器の設置・工事
を実施します。

機器設置後、当社の
事務手続き完了後に
ご使用開始となります。

お申込みの条件お申込みの条件

・お申込み者が、ご契約者本人であること
・お申込み時点において、年齢が20歳以上70歳未満であること
・ご契約住所の住宅所有者が、ご契約者またはご契約者から数えて2親等までであること
・当社が指定する地域において、戸建一般住宅、かつ、用途を家庭用としてご使用いただけること
・電気料金のお支払い方法が、口座振替もしくはクレジットカード払いであること
（※現在、振込用紙払いのお客さまは、上記お支払い方法にご変更いただく必要があります）

右記の場合は
お申込みをお断りする
場合があります

・リース機器の設置または保守が技術的に困難な場合
・お客さまの与信調査の結果、当社がご契約できないと判断した場合
・その他、当社が契約できないと判断した場合

※お申込手続きは、状況によって変更となる場合があります
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＜参考＞リース機器(修理対象)および標準取付工事の範囲

●リース機器(修理対象)・・・青枠
●標準取付工事範囲・・・・・赤線、赤枠

※標準取付工事範囲の詳細はリース約款をご確認ください。

標準外の取付工事が発生する場合は、追加工事費用を当社の指定工事店に直接お支払いいただくことになります。

配線用遮断器

電気配線(10m以内)

IHクッキングヒーター

EV充電器

リモコン(台所)

リモコン(風呂)

浴槽アダプター
(給湯専用除く)

電気配線(15m以内)
電源配線
(10m以内)

分電盤

スマートメーター

エコキュート本体

ヒートポンプユニット

リモコン配線(10m以内)

給湯配管(5m以内)

風呂配管(5m以内)

給水配管(5m以内)

脚部カバー

基礎

接地

排水配管(2m以内)

ドレン配管(2m以内)

ユニット間配管(3m以内)

ユニット間配線(3m以内)
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お問い合わせ先

関西電力 はぴｅライフコール

０８００－０８００－５００（フリーコール）
［受付時間］9:00～18:00 ＜ 年末年始（12/29～1/3）除く ＞

※音声ガイダンスに従い、「２番」を押してください。
※一部のＩＰ電話からは、ご利用いただけない場合がございます。


