
 

 

2018年 9月 14日 

中部電力株式会社 

株式会社 CDエナジーダイレクト 

 

アルヒマーケティング株式会社との電気・ガス販売に関する業務提携について 

 

  中部電力株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：勝野 哲、以下「中部電力」）

と中部電力および大阪ガス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：本荘 武宏、

以下「大阪ガス」）の共同出資会社である株式会社 CDエナジーダイレクト（本社：東京都

中央区、代表取締役社長：小津 慎治、以下「CD エナジーダイレクト」）は、住宅ローン   

専門金融機関で国内最大手のアルヒ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長

CEO 兼 COO：浜田 宏、以下「ARUHI」）の子会社であるアルヒマーケティング株式会社

（所在地：東京都港区、代表取締役：土門 智康、以下「アルヒマーケティング」）と業務提

携をいたしました。 

  

アルヒマーケティングは、本日より ARUHI 住宅ローンをご利用のお客さま向けの優待サ

ービス『ARUHI新生活パック』の提供を開始します。 

『ARUHI 新生活パック』は、新生活に必要な「電気」、「ガス」、「ウォーターサーバー」、

「ネット回線」、「引越し」の各種サービスをパッケージ化したサービスです。サービスのお

申込み手続きをアルヒマーケティングが代行することで、新生活のスタートでご多忙なお客

さまの手間を大幅に削減することができます。 

 

このサービスのうち、首都圏の「電気」、「ガス」は、CDエナジーダイレクトが販売いた

します。また、その他のエリアでは、中部電力にて提供エリアを順次拡大する予定です。 

 

 中部電力は、今後もさまざまな業種・業態の企業との連携等により販路を拡大し、お客さ

まのニーズに幅広くお応えするとともに、ガス&パワーを中心とした総合エネルギーサー 

ビスのリーディングカンパニーとして、お客さまの快適な暮らしに貢献できるサービスを 

お届けすることに努めてまいります。  

 

CD エナジーダイレクトは、中部電力および大阪ガスが電気・ガスにおいて培ってきた 

ノウハウを活用しながら、様々な業種のパートナー企業との連携などを通じて、より多くの

お客さまに選ばれる総合エネルギー企業を目指してまいります。 

 

添付資料：アルヒマーケティング株式会社およびアルヒ株式会社の 2018 年 9 月 14 日プレスリリース「ご

契約者の新生活を応援する優待サービス『ARUHI新生活パック』を開始」 

 

 

 

エネルギー記者会（東京）、電力研究会（名古屋）で同時資料配付しております。 



（ご参考） 

○アルヒ株式会社 会社概要 

所在地 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 泉ガーデンタワー22階 

主な事業内容 住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務 

創業日 2000年 6月 9日 

資本金 60 億円 

代表者 代表取締役会長兼社長 CEO兼 COO 浜田 宏 

 

○アルヒマーケティング株式会社 会社概要 

所在地 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 泉ガーデンタワー22階 

主な事業内容 広告制作、Webサービスの運営、Webサービス受託開発業務 

創業日 2017年 7月 1日 

資本金 1000万円 

代表者 代表取締役 土門 智康 

 

○ARUHI新生活パック提携会社 

電気・ガス 中部電力株式会社※、株式会社 CDエナジーダイレクト 

ウォーターサーバー プレミアムウォーター株式会社※ 

ネット回線 株式会社キャリアコミュニケーション 

引越し アートコーポレーション株式会社、株式会社サカイ引越センター 

※中部電力株式会社とプレミアムウォーター株式会社は、2018年 1月より、パートナー 企

業として新たなサービス等について協議を進めております。 

 

以 上 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 
 中部電力株式会社 広報室 報道チーム         ０５２－９６１－３５８２ 
株式会社 CDエナジーダイレクト 企画・総務部  ０３－６２８１－９５８１ 
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Press Release  
2018年 9月 14日 

アルヒマーケティング株式会社 

アルヒ株式会社 

 

ご契約者の新生活を応援する優待サービス「ARUHI 新生活パック」を開始 

～新生活に必要なサービスをパッケージ化し、スマートな一括お手続きが可能に～ 

 

アルヒ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO 兼 COO：浜田 宏、以下 ARUHI）の子会

社であるアルヒマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：土門 智康、以下：アルヒマーケ

ティング）は、2018年9月14日（金）より、ARUHI住宅ローンをご利用のお客さま向けの優待サービス「ARUHI

新生活パック」の提供を開始いたします。 

 

「ARUHI新生活パック」は、約 70 社との提携による優待サービス「ARUHI 暮らしのサービス」で提供し

ている、新生活に必要な「引越し」や「ウォーターサーバー」に加えて、「ARUHI新生活パック」のみで提供

する業界大手企業の「電気」や「ガス」といったライフライン及び「ネット回線」の各種サービスをパッケー

ジ化したサービスです。 

本サービスは、ARUHI で住宅ローンをご利用のお客さまを対象に、マイホーム購入時の最適なタイミング

で必要なサービスをご提案いたします。なお、各種サービスのお申し込み手続きはアルヒマーケティングが代

行するため、新生活のスタートでご多忙なお客さまの手間を大幅に削減することが可能です。 

また、お客さまは、安心・安全な品質の各種サービスをお手頃な価格で利用できるので、電気やガスなど日々

の暮らしのコスト削減にもお役立ていただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「ARUHI新生活パック」のポイント】 

 「引越し」、「ウォーターサーバー」、「電気」、「ガス」、「ネット回線」をパッケージでご提供 

 アルヒマーケティングが各種サービスのお手続きを代行し、お客さまの手間を削減 

 新生活のコスト削減につながるさまざまな割引・特典が受けられる 

ご紹介ページ URL: https://living-service.aruhi-corp.co.jp/pack/ 

引越し

電気 ガス

ネット回線 ウォーターサーバー

アルヒマーケティングが各種サービスのお手続きを代行

※本リリースは、金融記者クラブ（東京）にも配布しております 

添付資料 

https://living-service.aruhi-corp.co.jp/pack/
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「ARUHI新生活パック」優待サービス概要 
 

カテゴリー 提携会社名 主なサービス内容 

引越し アートコーポレーション株式会社 引越基本料金の 25％OFFなど 

引越し 株式会社サカイ引越センター 引越基本料金の 25％OFFなど 

電気・ガス 中部電力株式会社/株式会社 CDエナジーダイレクト お客さまにあったお得な電気とガ

スのご提供 

ウォーターサー

バー 

プレミアムウォーター株式会社 月々3,680円（消費税別）～/初回

のお水 2本無料 

ネット回線 株式会社キャリアコミュニケーション 

 

月々3,800円（消費税別）～ 

※サービス開始予定：10月上旬 

詳しいサービス内容と注意事項については別添資料をご覧ください。 

 

ARUHIとアルヒマーケティングは、今回の「ARUHI新生活パック」の提供開始を皮切りに、ライフイベン

トと住まいのニーズをマッチングさせるライフソリューション事業を本格的に立ち上げます。 

今後もお客さまのさまざまなライフイベントに寄り添い、豊かな住生活を実現するためのサービスの開発、拡

充に努めてまいります。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

アルヒ株式会社 コーポレートコミュニケーション部：大久保・大野 

Tel：03-6229-0820 / Fax：03-3584-5502 / Email：ccom@aruhi-group.co.jp 

※お客さまからのお問い合わせ先：「ARUHI新生活パック」お問い合わせ窓口 Tel：0120-295-951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccom@aruhi-group.co.jp
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【アルヒマーケティング 会社概要】 

会社名： アルヒマーケティング株式会社（ARUHI Marketing Corporation） 

代表者： 代表取締役 土門 智康 

所在地： 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー22 階 

創業日： 2017 年 7 月 1 日 

資本金： 1000 万円 

業務内容： 広告制作、Webサービスの運営、Webサービス受託開発業務 

 

【ARUHI会社概要】 

会社名： アルヒ株式会社（ARUHI Corporation） 

代表者： 代表取締役会長兼社長 CEO 兼 COO 浜田 宏 

本社所在地： 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 泉ガーデンタワー22 階 

創業日： 2000 年 6 月 9 日 

資本金： 60 億円 

業務内容： 住宅ローンの貸し出し・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務 

URL：  https://www.aruhi-group.co.jp/ 

 

 「ARUHI住宅ローン」： https://www.aruhi-corp.co.jp/ 

 「ARUHI家の検索」：  https://home-search.aruhi-corp.co.jp/ 

 「ARUHI暮らしのサービス」： https://living-service.aruhi-corp.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aruhi-group.co.jp/
https://www.aruhi-corp.co.jp/
https://home-search.aruhi-corp.co.jp/
https://living-service.aruhi-corp.co.jp/
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【別添資料】「ARUHI 新生活パック」サービス概要 
 

提携会社名 サービス内容 条件・注意事項 

アートコーポレーシ

ョン株式会社 

・引越基本料金の 25％OFF 

・段ボール最大 50箱を無償でご提供 

・洗濯機設置費用を無償でご提供 

・エコ楽ボックスシリ－ズ無料レンタル！   

・ア－ト・ミニオン・トラックでお引越し！予約受

付中！  

・家具移動サ－ビス・お引越後 1年以内 1回無料！  

・使用済みダンボ－ルを 1回無料で回収！ 

※引越基本料金は人件費と車両費の合計

金額です。 

※割引は繁忙期（引越作業日が 3 月 20

日～4月 10日の期間）を除きます。 

※アート引越センターが実施するほかの

キャンペーン・特典との重複利用はでき

ません。 

※お見積もり後のお申し出には対応でき

ませんのでご了承ください。 

株式会社サカイ引越

センター 

・引越基本料金から 25％OFF 

・段ボール最大 50箱、テープ 2本、布団袋 2枚、

レンタルハンガーBOX5箱まで無料提供 

・使用済み段ボールを 1回に限り無料回収 

・訪問見積時、お米 1kgをもれなくプレゼント 

※繁忙期の特定期間においては割引率が

10％になります。 

中部電力株式会社/

株式会社 CD エナジ

ーダイレクト 

【電気】 

・お客さまに安心してお使いいただけるお得な電気

のご提供 

【ガス】 

・お客さまに安心してお使いいただけるお得なガス

のご提供 

【電気】 

※東京電力パワーグリッドサービスエリ

ア（栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、山梨県およ

び静岡県の富士川以東）からサービス開

始。 

【ガス】 

※東京ガスの供給エリア（東京地区等で

日立市を除く）からサービス開始。 

 

※その他エリアは、中部電力株式会社に

て提供エリアを順次拡大予定。 

プレミアムウォータ

ー株式会社 

・月々3,680円（消費税別）～ 

・初回のお水 2本無料 

※無料のお水はご契約いただいた採水地

のお水となります。 

株式会社キャリアコ

ミュニケーション 

・月々3,800円（消費税別）～ 

※サービス開始予定：10月上旬 

※お住まいの建物環境により、提供でき

ない場合があります。 
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