
 「ほくリンク」サービスの拡大等について

                                                                          2018年6月28日
                                                                          北陸電力株式会社

　皆さまからご好評いただいております、当社のサービス会員制度「ほくリンク」の

サービスを以下の通り拡大することといたしましたのでお知らせいたします。

今後も、本サービスがより魅力あるものになるよう、より一層の充実を図ってまいります。

１．「出かけて節電」の夏季実施および協力企業・団体の拡大

　昨夏に引き続き、電気の使用量が多くなる夏季のピーク時間に協力企業・団体の店舗

に出かけていただき、ご家庭での電気のご使用を控えていただく「出かけて節電」を実

施いたします。（昨夏は53協力企業・団体が、今夏は72協力企業・団体に拡大）

　また、今年は「りくこグッズ」が当たるスタンプラリーもあわせて実施いたします。

　【実施期間】

　　７月１日～９月30日の全ての平日
※
（10時～17時）※ 8月14日・15日を除く

　 【スタンプラリー概要】

　　協力企業・団体のスタンプを３つ集めて応募いただいたお客さま先着1,000名様に　

　　「手ぬぐい」「クリアファイル」「ボールペン」のりくこグッズ３点セットをプレ

　　ゼントいたします。

　　応募締切：10月5日（金）消印有効

２．「節電とくとく電灯」の夏季実施

　昨夏に引き続き、節電電力量に応じて料金を割り引くお得な電気料金メニュー「節電

とくとく電灯」を今夏も実施いたします。

　【実施期間】

　　７月１日～９月30日の期間で当社があらかじめお知らせする日（13時～16時）

３．「ほくリンク」ポイントサービスの提携先の拡大

　４月より提携先が２社拡大し、合計で38社となりました。

　【新規の提携先】

　  ・公益財団法人オイスカ 　 　　　寄付

　  ・株式会社三喜有（サンキュー）　商品券との交換

　  
以　上
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「ほくリンク」サービスの拡⼤ １

１．「出かけて節電」の夏季実施
および協力企業・団体の拡大

２．「節電とくとく電灯」の夏季実施

３．「ほくリンク」ポイントサービスの提携先の拡大



１-1．「出かけて節電」の夏季実施 ２

 昨夏に引き続き、電気の使⽤量が多くなる夏季のピーク時間に、協⼒企業・団体の店舗に
でかけていただき、ご家庭の電気のご使⽤を控えていただく「出かけて節電」を実施。

・実施期間：7⽉1⽇〜9⽉30⽇の全ての平⽇（8⽉14⽇・15⽇を除く）
・実施期間中、「ほくリンク」会員サイトに、協⼒企業・団体で10時〜17時にご利⽤できるお得なクーポンを掲載。
・「ほくリンク」会員の⽅は、クーポンの利⽤が可能な⽇時に、⾃宅のエアコンや照明等を消して外出することで節電
に協⼒いただくとともに、協⼒企業・団体の店舗で商品購⼊時にクーポンを提⽰することで、特典・割引（１社に
つき１⽇１回）を受けることが可能。
・協⼒企業・団体は、72企業・団体（2018年6⽉26⽇現在）

・クーポンを提示されたほくリンク会員さまに対し、
特典・割引を付与

協力企業様

・クーポンを取得し、ご自宅のエアコンや照明等を消してお出かけ

会員

・会員サイトに協力企業様で使えるお得なクーポンを掲載
・ほくリンク会員さまへ、定期的にメールマカジンでクー

ポン掲載ページをお知らせ

クーポンを印刷またはスマートフォン・携帯で表示

[出かけて節電の流れ]

１-2．「出かけて節電」の夏季実施 ３

 今夏はクーポンを利⽤された「ほくリンク」会員さまに先着順でプレゼントが当たる
スタンプラリーを実施

①実施期間中にクーポンを利⽤された
お客さまに協⼒企業・団体さまの店頭
でスタンプチラシにスタンプを押印いただく

[スタンプラリーの流れ] [スタンプラリーチラシ（応募用紙）]

②異なる企業・団体さまでクーポンを利⽤し
スタンプを３つ集める

③応募⽤紙に必要事項を記⼊し返信⽤
封筒でご応募

先着1,000名様に北陸電⼒キャラクター「りくこ」
のオリジナルグッズ３点セットをプレゼント
※３点セット（⼿ぬぐい、クリアファイル、ボールペン）

スタンプ押印欄

先着1,000名様
に当たる！！



２．「節電とくとく電灯」の夏季実施 ４

 昨夏に引き続き、「節電とくとく電灯」および「節電とくとくプラン」ご加⼊者向けに、
夏季の節電割引を実施。
・電気のご使⽤量が多くなる夏季期間で、当社があらかじめお知らせする⽇の13時〜16時に、節電にご協⼒
いただくことで、電気料⾦を割引いたします。
・実施期間：7⽉1⽇〜9⽉30⽇
・「出かけて節電」と組み合わせることで、電気料⾦の割引に加えてお得なクーポンを活⽤し、ポイント付与や商品
割引等の特典を受けることも可能。

12～３月 ： 11～14時

[割引単価]

節電とくとく電灯

節電とくとくプラン
[くつろぎナイト12附帯割引プラン]

３時間の1時間平均節電電力量 1kWhにつき

129.60円 割引

３時間の1時間平均節電電力量 1kWhにつき

194.40円 割引

３．「ほくリンク」ポイントサービスの提携先の拡⼤

 新たに2社が加わり、合計で38社と提携先を拡⼤。

５

株式会社
三喜有

公益財団法人
オイスカ

「ほくリンクポイント」1,000ポイントを、
ARICAチャージ券1,000円分に交換

いただけます。

「ほくリンクポイント」1ポイントから
寄付いただけます。



４．お問い合わせ先 ６

「ほくリンク」サービスに関するお問い合わせはこちら

「ほくリンク」専用お客さまサービスセンター

0120-８９６９５０
ほ く リ ン ク へ ゴー

（受付時間／月～土曜日：９～19時 ※日祝日・年末年始を除く）

（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容 ７

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

１００満ボルト 当社エリア 17 1,000円購⼊につき100円引（最⼤1,000円引）

Ｊｏｓｈｉｎ 当社エリア 15 1,000円以上購⼊でジョーシンポイント100ｐ進呈

ボウリング場 富⼭地鉄ゴールデンボウル 富⼭市 1 2ゲーム以上のご利⽤で1ゲーム無料（3名様まで）

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ アピア 富⼭市 1 1,000円以上購⼊でアピアカードポイント50ｐ、または来店で10ｐ進呈

ぷちロール 富⼭市 1 1,000円以上（税込）購⼊でレギュラーサイズロールケーキ200円引

昌栄堂 ⿂津市/⿊部市 2 「COMECO&どら焼き」詰め合わせ3,000円→2,700円（税抜）

清⾹室町 ⾦沢市 1 1,000円以上（税込）購⼊で「⽣しばふね」プレゼント
美福 ⾦沢市 4 1,000円以上（税抜）購⼊で「みたらし団⼦１本」プレゼント
メープルハウス ⾦沢市 1 11時〜17時のご来店時に1,000円以上（税込）ご飲⾷またはお買い上げで5％割引

梅屋常五郎 七尾市 1 1,000円以上（税込）購⼊で5％割引

杉森菓⼦舗 七尾市 2 1,000円以上（税込）購⼊で100円割引

ケーキハウス マルフジ ⼩松市 1 1,000円以上（税込）購⼊で「コーヒー」もしくは「紅茶」無料券プレゼント

⼋野⽥ ⽻咋市 2   500円以上（税込）購⼊で「神⼦原だんご1本」プレゼント 

⻄洋菓⼦倶楽部 福井市/坂井市 2 1,000円以上購⼊でコーヒーチケットプレゼント

⼩堀菓舗 敦賀市/鯖江市 3 1,000円(税別)以上購⼊でシュークリームをプレゼント

スローベリィ 鯖江市 1 お買い上げ商品5%引き（店内飲⾷は除く）

ﾍﾞｰｸﾞﾙ専⾨店 とべーぐる 富⼭県/⽯川県 11 1,000円以上（税込）購⼊で5％引
ファーストフード さくら茶屋（⽯⽥商店） 福井県内 10 1,000円以上購⼊でたいやき1枚プレゼント

PANTES（パンテス）365 福井市 1 1,000円(税別)以上購⼊でミニアンドーナツをプレゼント

パナデリア ⼤野市 1 1,000円（税込）以上購⼊で「⾃家製ラスク」か「塩パン」をプレゼント

光明⽯温泉 富⼭県内 4 5回の来店で⼤⼈1名分の⼊浴料無料

アパホテル 当社エリア 5 3時間⼊浴料割引（1,000円→600円）

つるぎ恋⽉ 上市町 1 ⽇帰り⼊浴100円引き

家電量販店

菓⼦店

パン

⼊浴施設

※ 協力企業および特典内容は変更となる場合がございます。



（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容 ８

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

環境ふれあい施設 らくち〜の 朝⽇町 1 1枚につき5名までお⾵呂などの4時間コース20％割引（⼤⼈限定）

テルメ⾦沢 ⾦沢市 1 館内飲⾷店「ねまる」「かこみ」を6名以上利⽤で⼊場料⾦無料

⼤桑おんま温泉 楽ちんの湯 ⾦沢市 1 ⼊浴料100円引き

ひょっこり温泉 島の湯 七尾市 1 ⼊浴料⾦10％引（5名様まで）

ルートイングランティア
⼩松エアポート「あたかの湯」

⼩松市 1 ⼊浴料⾦450円→350円

ゆのくに天祥 加賀市 1 ⼊浴⽇帰りご利⽤時のバスタオル貸出無料サービス

はくさん市⺠温泉
 ・松任海浜温泉
 ・めおと岩温泉ラクヨウ
 ・⼤⾨温泉センター
 ・新中宮温泉センター
 ・バードハミング⿃越

⽩⼭市 5 市⺠温泉カード2ポイント進呈

アクアパーク シ・オン 志賀町 1 ⼤⼈(中学⽣以上)のご来店で温泉⼊浴料⾦またはプール利⽤料⾦をお⼀⼈様50円引き

極楽湯 野々市市/福井市 2 ⼊館料 ⼤⼈（中学⽣以上）730円を580円（5名様まで） 

勝⼭温泉センター⽔芭蕉 勝⼭市 1 ⼊場料50円OFF

三六温泉「神明苑」 鯖江市 1 ⼊浴料50円OFF

三国温泉ゆあぽーと 坂井市 1 ⼊浴料100円OFF（中学⽣以上5名様まで）

越前⽷⽣温泉「泰澄の杜」 越前町 1 ⼊浴料50円OFF

⼊浴施設

※ 協力企業および特典内容は変更となる場合がございます。

（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容 ９

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

富⼭県電機商業組合の参加店 富⼭県 63 商品購⼊で粗品進呈

⽯川県電器商業組合の参加店 ⽯川県 54 商品購⼊で粗品進呈

福井県電器商業組合の参加店 福井県 82 1,000円以上購⼊で粗品進呈

岐⾩県⾶騨市神岡町の電器店 神岡町 1 商品購⼊で粗品進呈

紳⼠服・婦⼈服 AOKI 当社エリア 20   ご購⼊時の割引特別クーポン＋商品総額より10％OFF 

⾥⼭⾥海百貨店 ⾥乃蔵 七尾市 1 1,000円以上（税込）お買い上げで5％OFF

道の駅すずなり 珠洲市 1 1,000円（税込）お買い上げでソフトクリーム100円引き

織姫の⾥なかのと 中能登町 1 1,000円以上（税込）購⼊で100円引

映画館 テアトルサンク 福井市 1 ⼀般1,400円、中学⽣以下800円(クーポンは1枚で3名様まで有効)

ミュージアム 松井秀喜ベースボールミュージアム 能美市 1 ⼊館者に粗品プレゼント

ガソリンスタンド 栄⽉ 福井県内 12 バッテリー価格10％ＯＦＦ（期間限定価格よりさらに）

⽔族館 越前松島⽔族館 坂井市 1 ⼊館料10%割引き（グループ全員有効）

ロジーズピクニックマート 越前市 1 お買い上げ⾦額5％割引

勝⼭ニューホテル 勝⼭市 1 ランチメニューをご注⽂の⽅、ご利⽤⾦額の5％OFF

グリーンパーラー ベルベール 鯖江市 1 お⾷事されたお客さまにミニデザート進呈

喫茶サウスウィング 富⼭市 1 お会計より10％OFF

カレ－＆ハヤシ 電気ビル ブリーズ 富⼭市 1 お⼀⼈様50円引

スーホルムカフェ＋ダイニング 富⼭市 1 飲⾷された⽅にミニデザートサービス

電器店

道の駅

レストラン

※ 協力企業および特典内容は変更となる場合がございます。



（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容 10

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

ダイニング＆カフェクレオン（呉⾳） 富⼭市 1 飲⾷された⽅にミニデザートサービス

Glass Café Clie（クリエ） 富⼭市 1 飲⾷された⽅にミニデザートサービス

富⼭駅前 さかな屋撰鮮 富⼭市 1 1,000円以上お⾷事された⽅にソフトドリンク1杯プレゼント

欧⾵レストラン「ユーロカフェエヴ－」 富⼭市 1 飲⾷代の5％OFF(⽇替りランチ、チョイスランチ、パスタランチは除く)

寿司店 o-edo＋box（⼤江⼾） 越前市 1 1,000円以上お買い上げのお客さまにお茶（ペットボトル500ｍｌ）サービス

ラーメン店 ピリケンラーメン 福井市 3 お会計より8%OFF

中華料理店 唐⼦ 敦賀市 1 ランチタイム（11時〜14時）にお⼀⼈様1,000円以上飲⾷で100円割引

カレー専⾨店 ターバンカレー ⾦沢市 1 お⾷事された⽅にソフトドリンク1杯プレゼント

なないろＫＡＮ 朝⽇町 1 コーヒー１杯390円→270円

加賀伝統⼯芸村 ゆのくにの森 ⼩松市 1 1家族様 ⼊村料⾦割引（⼤⼈100円、中・⾼校⽣80円、⼩⼈60円）

ゴルフ練習場 敦賀・武⽣ゴルフガーデン 敦賀市/越前市 2 ご来場ポイント10ポイント進呈（おひとりさま1⽇1回限り）

太陽スポーツ 富⼭県 3 スポーツウェア・フットサルウェア・バックなどの店内商品を5％OFF

ランプジャック 富⼭市 2 アウトドアウェア・キャンプ⽤品、登⼭⽤品などの店内商品を5％OFF

ファイテンショップ 福井市 1 チタンテープ・パワーテープシリーズお買い上げの⽅10％OFF！

ゴルフスタジオ敦賀 敦賀市 1 5,000円（税込）以上お買い上げで3％割引（ただし、現⾦での⽀払いに限る）

北陸電⼒エネルギー科学館
ワンダー・ラボ

富⼭市 1 来館で粗品進呈

アリス館志賀 志賀町 1 来館で粗品進呈

花のミュージアム フローリィ 志賀町 1 来館で花の種進呈

体験施設
・レストラン等

当社関連施設

レストラン

スポーツ店

※ 協力企業および特典内容は変更となる場合がございます。

（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品 11

※各商品への交換に必要なポイント数を記載しております。

New



（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品 12

※各商品への交換に必要なポイント数を記載しております。

（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品 13

※各商品への交換に必要なポイント数を記載しております。



（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品 14

※各商品への交換に必要なポイント数を記載しております。

以 上

New
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