
           
 

2020 年 2 月 4 日 

沖縄電力株式会社 
 

電化機器リースサービス「りっか電化リース」事業の開始について 

 

当社は、「オール電化」の安心・快適・キレイ・お得のメリットをより多くのお客さまにお届

けするため、当社グループの沖電企業株式会社、株式会社沖設備と連携※1し、ご家庭向けの電化  

機器リースサービス「りっか※2電化リース」を開始いたしました。 

「りっか電化リース」は、初期費用０円、２４時間故障受付、１０年間無料修理保証付きの電

化機器を定額のリース料金でご利用いただけるサービスです。 

標準的な世帯（３～４人）向けの場合、電気給湯機とＩＨクッキングヒーターのオール電化  

セットが月々４，９００円からお求めいただけます。※3 

オール電化にすると、光熱費が“電気”に一本化され、夜間の時間帯は標準的な料金単価の   

約６０％もお得になり、さらに月々の電気料金が１０％割引されます。※4  

オール電化を採用されたお客さまの９４％が「満足」※5 と感じており、多くの方にその    

メリットを実感いただいております。 

当社は、今後ともオール電化住宅の普及拡大を通じて、お客さまのより良い暮らしの実現に 

貢献してまいります。 

 

※1 電気供給契約（沖縄電力）、機器設置工事（沖設備）、リース契約（沖電企業） 

※2 「りっか」は、「Let’s（さあ～）」を意味する沖縄の方言と、イタリア語で「豊か」を表す「ricca」の二つ

の意味があります 

※3 オール電化機器をご使用中で新しい機器にお取替えの場合、更にお得な 3,700円からお求めいただけます 

ハーフ電化（電気給湯機、ＩＨクッキングヒーターのいずれか一方のみ）の場合、給湯機 2,900円から、ＩＨ

2,300円からとお求めやすくなっています 

※4 割引上限額は、1カ月につき 3,300円（税込）です 

※5 沖縄電力管内「オール電化住宅」に関する当社調査より (2018年 9月) 

別紙：りっか電化リースチラシ 

※本試算は一例であり、各家庭の使用条件等

により変動いたします。 
 各ご家庭の光熱費メリットについては  

こちらでシミュレーションできます。  

http://www.kaeru.tv/plan/cost/simulation/ 



「りっか電化リース」の概要 

リース機器 
ＩＨクッキングヒーター（３機種） 

電気給湯機（エコキュート３機種、電気温水器３機種） 

リース期間 １０年間 

サービス内容 

・標準設置工事費を含む 

・２４時間修理受付 

・台風、落雷などの災害も無料で修理対応 

※ただし、修理の対象範囲、免責事項については、別途、契約書に定めるとおりといたします。 

対象のお客さま 

・リース申込時の年齢が２０歳以上６０歳以下のお客さま 

・リース物件を家庭用としてご使用いただけるお客さま 

・沖縄電力から電気の供給を受けるお客さま 

・クレジットカードでお支払いいただけるお客さま  

※設置スペースやお住まいの居住形態（賃貸等）によってはご契約できない場合がございます。 

サービス提供エリア 沖縄本島内 

お問い合わせ先 
沖縄電力株式会社 生活営業部 ０１２０－５８６－３９１ 

８：３０～１７：００（土・日・祝日・慰霊の日・旧盆・年末年始を除く） 

＜参考＞各社の概要 

 沖縄電力株式会社 沖電企業株式会社 株式会社沖設備 

設立 昭和 47年 5 月 15日 昭和 50年 10月 15 日 平成 7年 9月 18日 

所在地 浦添市牧港五丁目 2番 1号 浦添市牧港四丁目 6番 11号 那覇市壷川二丁目 11 番地 11  

（沖電工ﾋﾞﾙ） 

代表者 代表取締役社長 本永 浩之 代表取締役社長 山城 克己 代表取締役社長 山城 邦夫 

資本金 7,586 百万円 43 百万円 20 百万円 

事業 

内容 

電気事業 等 OA 機器、自動車、特殊車両等の

ﾘｰｽ 等 

機械設備工事、空調設備工事の

設計および施工、IH ｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀ ・ー

ｴｺｷｭｰﾄ・電気温水器の販売 等 

 

 

以 上 

 







電化機器リースサービス料金表(2019 年 12 月現在) 

≪オール電化プラン≫ 給湯機(温水器またはエコキュート)＋IH のリースプラン  
 

 

≪ハーフ電化プラン≫ 給湯機(温水器またはエコキュート)のみのリースプラン                 
 

 

≪ハ ー フ 電 化 プ ラ ン ≫ IH のみのリースプラン      

新設：新築への設置、または、ガス給湯機や灯油ボイラー、ガスコンロから熱源を電気に転換して設置する場合。 

既設：すでに電気給湯機や IH クッキングヒーターをご使用中の方が新しい機器に取り換える場合。 
 
 
 
 
 

 

温 水 器

370Ｌ 

温 水 器

460Ｌ 

温 水 器

550Ｌ 

ｴｺｷｭｰﾄ

370Ｌ 

ｴｺｷｭｰﾄ

460L 

ｴｺｷｭｰﾄ

550L 

新 
 

設 

シンプル IH 

2 口 IH グリルなし 60ｃｍ 

4,900 5,300 5,900 6,600 6,800 7,800 

(5,390) (5,830) (6,490) (7,260) (7,480) (8,580) 

びっくﾘﾝｸﾞ IH 

3 口 IH グリル有 75ｃｍ 

6,000 6,400 7,000 7,600 7,800 8,900 

(6,600) (7,040) (7,700) (8,360) (8,580) (9,790) 

据置 IH 

2 口 IH グリル有 60ｃｍ 

5,000 5,400 5,900 6,600 6,800 7,800 

(5,500) (5,940) (6,490) (7,260) (7,480) (8,580) 

 

既 
 

設 

シンプル IH 

2 口 IH グリルなし 60ｃｍ 

3,700 3,800 4,200 5,500 5,700 6,700 

(4,070) (4,180) (4,620) (6,050) (6,270) (7,370) 

びっくﾘﾝｸﾞ IH 

3 口 IH グリル有 75ｃｍ 

4,800 4,900 5,300 6,600 6,800 7,800 

(5,280) (5,390) (5,830) (7,260) (7,480) (8,580) 

据置 IH 

2 口 IH グリル有 60ｃｍ 

3,800 3,900 4,300 5,600 5,800 6,800 

(4,180) (4,290) (4,730) (6,160) (6,380) (7,480) 

給湯機 温 水 器

370Ｌ 

温 水 器

460Ｌ 

温 水 器

550Ｌ 

ｴｺｷｭｰﾄ

370Ｌ 

ｴｺｷｭｰﾄ

460L 

ｴｺｷｭｰﾄ

550L 

新 設 2,900 3,200 3,800 4,800 5,000 6,000 

(3,190) (3,520) (4,180) (5,280) (5,500) (6,600) 

既 設 2,700 3,000 3,300 4,500 4,700 5,700 

(2,970) (3,300) (3,630) (4,950) (5,170) (6,270) 

ＩＨ シンプル IH びっくﾘﾝｸﾞ IH 据置 IH 

2 口 IH グリルなし 60ｃｍ 3 口 IH グリル有 75ｃｍ 2 口 IH グリル有 60ｃｍ 

新 設 2,300 3,400 2,300 

(2,530) (3,740) (2,530) 

既 設 1,600 2,700 1,700 

(1,760) (2,970) (1,870) 

 （円） 上段：税抜、（下段：税込） 

 （円） 上段：税抜、（下段：税込） 

（円） 上段：税抜、（下段：税込） 



製品情報（すべて三菱電機株式会社の製品です） 
 

製品の詳細は、カタログにてご説明いたします。 

リース料金には標準設置工事費を含みます。 

無料で、現地調査をしてお見積りをいたします。

 

★電気給湯機★ 給湯専用 沖縄仕様 

タンク容量 370L 460L 550L 

電気温水器 

※耐ヤモリ仕様 

型式 

SRG-375G-OK1 

型式 

SRG-465G-OK1 

型式 

SRG-555G-OK1 

エコキュート 

※耐重塩害仕様 

※耐ヤモリ仕様 

※耐スケール仕様 

 

型式 

SRT-N374-OK1 

 

型式 

SRT-N464-OK1 

 

型式 

SRT-N554-OK1 

光熱費シミュレーションで、ご家族の人数に合わせたタンク容量の目安をご案内しています。 

※ご家族の年齢、構成、使い方によって最適なタンク容量は異なりますので、ご相談ください。 

 

★IH クッキングヒーター★ 

 ビルトイン型 据置型 

 シンプル IH びっくリング IH 

（プレミアム） 

据置ＩＨ 

型式 CS-G217DR CS-PT316HNWSR ＣＳ-Ｇ29ＣＳ 

トッププレート幅 60ｃｍ 75ｃｍ 60ｃｍ 

トッププレート色 ブラック ロイヤルシルバー 

（ヘアライン柄） 

グレイスシルバー 

IH ヒーター 2.5kW × 2 口 3.0ｋW × 2 口 

1.5ｋW × 1 口 

2.0ｋW × 1 口 

3.0ｋW × 1 口 

グリル なし（グリル部分が引き

出し式の収納になって

います。） 

1.8ｋW グリルヒーター 2.1ｋW グリルヒーター 
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