
オール電化住宅
カスタマーレビュー集

そんな声をいただくオール電化住宅の何が良いのか、

メリットと不安に思うところ合わせて、

実際にお住まいの方の声をご紹介します。

「思っていたより良かった。」
オール電化住宅は



火を使わなくていいから、子どもが
お手伝いしてくれる時も安心です。
火があると子どもをコンロに近づけられなかったんですが、オール
電化住宅に引っ越して安心してキッチンに入らせられるようにな
りました。今は娘も大きくなって、手伝いだけじゃなくてお料
理も一緒にしています。興味を持ってもらうには、本人にやってもらう
のが一番ですからね。火事の心配もなく安心です。

キッチンを台拭き一枚で
綺麗にできるようになりました。
サッと拭けば、汚れがとれる。五徳で掃除しづらかった
ガスコンロとは見違えるほど綺麗に保てるようになりま
した。揚げ物も段違いにラクになって、後片付けの
ストレスがもうありません。ずっとキッチン全体が綺麗
なままです。

Nさん宅・妻

震災でライフラインが止まったとき、
電気はすぐ復旧したんです。
東日本大震災の時、ものの二日で電気が復旧し、すぐお風呂に
入れたのは不幸中の幸いでした。ママ友の都市ガス住宅は、一
ヶ月以上お湯を沸かせず、うちにお風呂に入りに来ていました。
「次は絶対オール電化の住宅にする」って言っていましたね。
エコキュートに溜まっていたお風呂2杯分の水で、トイレを流した
りお皿を洗ったりできたのも助かりました。

Kさん宅・妻

Iさん宅・妻

オール電化
住宅にして

良かったこと。



オール電化住宅に対して
不安に思うところ。

冬は寒いので、お風呂も毎日沸かします。

電気料金が高くなってしまうのではないでしょうか？

夏の冷房、冬の暖房をある程度使ってしまうのは仕方のないこと。ただ、

お風呂のお湯は、価格が安い深夜に一気に沸かすのが経済的。お任せ

設定をオンにすれば、過去の使用量の平均から、オススメの湯量に自動で

してくれます。エネルギー消費の約3割を占める給湯の改善は光熱費削減

のチャンスです。

割安な深夜電力をフル活用する。A

電気料金が高くなるのでは？Q

IHクッキングヒーターにすると、強い火を使う中華料理はできないのでしょうか？

オール電化は強い火を使えないから中華料理ができない。そんな間違ったイメージが
広まっているようです。IHヒーターは、ガスよりも熱する力が高いのをご存知でしょうか？
熱する力が非効率に分散せず、エネルギーを無駄なく調理器具に伝えるため、ガスより
早く熱せられます。重い鍋を手で持ち上げなくても、ヒーターの上をスライドさせるだけ
で、具材にラクに熱を通すことができます。

むしろIHクッキングヒーターの方が早く熱が通ります。A

火力が弱いのではないか？Q

エネルギーを電気だけに頼るのは不安です。
ガスもあった方が、万が一の時に安心では？

停電中に、暗闇で火を使ったりお風呂に入るのは、現実的ではあり
ませんが、どうしても火を使いたい方は、災害用、鍋料理用にカセット
コンロを1台持っておくと良いでしょう。災害時に、ライフラインが
一番早く復旧するのが電気だということ、またエコキュートに溜まった
水が使えることも、防災では覚えておいてください。

カセットコンロが1台あれば安心。A

エネルギーを電気だけにしたら、
停電時に大変では？Q

オール電化にすると、ガスに比べてシャワーの水圧が弱いと
聞きました。僕は強めの水圧が好きなのですが。

タンクからお湯を出すので、水道の水圧が利用できないのは
確かです。水圧が気になる方はご自宅のシャワーと互換性
のある市販のシャワーヘッドをご購入いただくことで、水圧を
自由にお好みの強度で調節できるようになります。

シャワーヘッドを変える。A

水圧が弱いのではないか？Q

Iさん宅・妻

Yさん宅・妻

Nさん宅・夫
Kさん宅・夫
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2020年版 住宅マーケット別建築・機器・サービス市場調査（富士経済）

エコキュートの累計出荷台数の推移（一般社団法人日本冷凍空調工業会　一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター）

5戸に1戸（2016年度）から

4戸に1戸（2030年度）へ。

2016年度、オール電化住戸は、新設着工

戸数に占める割合が20%（5戸に1戸）に

なり、2030年度には25%（4戸に1戸）に

なる見込みです。オール電化住戸のメリット

が浸透してきていると言えるでしょう。

2020年6月、エコキュートの累計出荷台数

が700万台を超えました。家庭で消費する

エネルギーの約1/3を占める「給湯」。その

消費エネルギーを大幅に抑制する給湯機が

エコキュートです。光熱費が大きく下がると

評価され、2015年の長期エネルギー需給見

通しでは、2030年度までに

1,400万台の普及が掲げられ

ています。

出荷台数700万台を
突破したエコキュート

評価され、2015年の長期エネルギー需給見

通しでは、2030年度までに

1,400万台の普及が掲げられ
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2020年6月700万台突破

2018年6月
600万台突破

2016年3月
500万台突破
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新築着工住宅に占めるオール電化住宅推移

「オール電化」はどれぐらい普及している？

       



料理講師山本 理江
管理栄養士として幼児から高齢者の栄養指導、
子どもの食育教室、親子料理教室など、子どもから
大人まで幅広い年代の食事や料理をサポート。大型
スーパー・飲食店・食品メーカーなどのレシピ開発
にも携わる。　　　

ガス火だと上昇気流で
油汚れの掃除が大変

主婦にとって一番嫌な家事は掃除かも。でも、

IHクッキングヒーターなら安心。ガスに比べて

換気扇や壁の汚れが圧倒的に少ないのです。

調理器具に直接熱を伝え、火のような上昇

気流が発生しにくいので、油汚れが空気中に

舞いにくいのです。また、凹凸が少ない平面な

天板は、布巾一枚で掃除しやすく、日頃のお

手入れも簡単でしょう。せっかくのオール電

化住宅をずっと綺麗に使いたいからと、オー

ル電化を求められる方が増えています。

強い熱を必要とする中華料理も、両面焼きが必
要な魚料理も、油の温度を一定に保つ揚げ
物も。温度管理が非常にラクです。熱伝導率が
高く、500ccのお水を沸騰させるのも約1分
ほど。ボタンを押すだけで、意図した温度になる
ので、上手に美味しく加熱できます。

ラクな温度管理でお料理上手に。

冬になると鍋料理を家族で囲みたいで
すよね。電気の熱は土鍋を通さないの
で、底だけIH対応の土鍋も売られてい
ます。既に普通の土鍋を持っている方
は、カセットコンロを1台用意しましょう。
防災やアウトドアも兼ねられ、一石三
鳥なのでおすすめです。

鍋料理はカセットコンロで。

料理プロデューサー 石井 政範
辻学園調理技術専門学校卒業後、辻クッキング
スクール講師、フランス料理オーナーシェフを経て、
レストラン・居酒屋・BARなどのプロデュース、各種
イベントの料理講師を手掛ける。現在は食品加工業
での開発、人材指導、フランチャイズのメニュー
作成などを営む。 

夏にキッチンが暑くなりにくいのもオール電化のいいところ！

IHクッキングヒーターってこんなに便利。

オール電化を実際に普段から使い、

その良さを多くの人に伝えている

料理講師の山本理江氏と

料理プロデューサーの石井政範氏に、

オール電化の魅力と、どのように活用すると

もっと便利に暮らせるかについて伺いました。

達人
オール電化の

聞いてみた！
リモートスタジオONAIR 協力
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震災後、オール電化の
人気が急上昇。

安全・安心な暮らしを守る選択肢として。

東日本震災後に、改めて見直されたオール電化。
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電気は5日間で

約90%復旧

ガスは20日間で

約40%復旧

日付 電力 水道 都市ガス

太陽光発電システム

 LED照明

住宅用の制震システム免震システム

オール電化

エコキュート（自然冷媒ヒートポンプ型給湯器）

高気密高断熱仕様

太陽熱温水器

エネファーム（家庭用燃料電池）

井戸や雨水の利用設備

家庭用風力発電

ペレットなどのストーブ暖房
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東日本震災後に採用したくなった設備・仕様

住宅事業者向け専門誌「日経ホームビルダー」が、東日

本大震災後の2011年4月に実施した「震災後に採用

したくなった設備や仕様は何か」というアンケート。その中

で「オール電化」が第4位に、電気給湯器「エコキュート」

が第5位にランクインしました。

ライフラインの復旧が、ガスと比べて圧倒的に早い電気。

東海地方も、甚大な損害をもたらすマグニチュード8～9の
南海トラフ地震が、今後30年間で70～80%の確率で
発生すると言われています。ライフラインの復旧にも優
れた「オール電化住宅」なら、家族の安全・安心な暮らし
を守れる可能性は高いはず。これからの住まいの選択肢
として検討する価値は、十分あると言えるでしょう。

東日本大震災におけるライフライン復旧概況（ライフラインの地震時相互関連を考慮した都市機能防護戦略に関する研究小委員会）
（注）復旧率＝（延べ停止戸数－停止戸数）／延べ停止戸数（注）電力については東北電力管内のみ

東日本大震災後採用したくなった設備・仕様（日経ホームビルダー 2011年6月号）
アンケート調査の対象は、2011年1月から3月11日の東日本大震災の発生直前までの間で、向こう3年以内に木造
戸建て住宅へ住み替え（注文新築、分譲・売り建てもしくは中古の購入）やリフォームの実施を検討中だった500人。
調査期間は4月18～20日で、インターネット調査会社のメディアインタラクティブに依頼した。

電気は
復旧が
早い!

東日本大震災における水道・都市ガス・電力の復旧状況

東日本大震災後、オール電化住宅の人気が高まったのは
ライフラインの復旧スピードが、電気、ガス、水道の中で一番早かったから。

電気が震災の翌日～約1週間で普及したのに対し、ガスは約1ヵ月もかかりました。

※本誌掲載の写真は、イメージ写真です。　 制作年月日 2022年3月31日


