
 「電気 de ポイントプラス」の開始およびキャンペーンの実施について

                                                                          2018年8月6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

サービスにおいて、毎月お支払いいただく電気料金に応じてほくリンクポイントが貯

まる「電気 de ポイントプラス」を開始することといたしました。

　また、本サービスの開始に合わせてさらにお得なキャンペーンも実施することとい

たしましたのでお知らせいたします。

　今後も、「ほくリンク」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．「電気 de ポイントプラス」について１．「電気 de ポイントプラス」について１．「電気 de ポイントプラス」について１．「電気 de ポイントプラス」について

　【開始時期】【開始時期】【開始時期】【開始時期】

　　2018年（平成30年）10月分の電気料金からサービス開始

　　（初回は11月中旬のほくリンクポイント付与を予定）

　【概　要】【概　要】【概　要】【概　要】

　　毎月の電気料金に応じてほくリンクポイントを付与

　　（付与ポイント数や対象となる電気のご契約メニュー等の詳細は別紙参照）

　【事前受付期間】【事前受付期間】【事前受付期間】【事前受付期間】

　　８月６日～９月30日までの間

２．「はやトクキャンペーン」について２．「はやトクキャンペーン」について２．「はやトクキャンペーン」について２．「はやトクキャンペーン」について

　　事前受付期間（８月６日～９月30日）中に「電気 de ポイントプラス」にご加入

　いただいたお客さまにほくリンクポイントを500ポイントプレゼントいたします。

３．「ポイントアップキャンペーン」について３．「ポイントアップキャンペーン」について３．「ポイントアップキャンペーン」について３．「ポイントアップキャンペーン」について

　　「電気 de ポイントプラス」にご加入いただいたお客さまに2020年（平成32年）

　３月までの間、ほくリンクポイントを毎月60ポイントプレゼントいたします。

以　上

別紙：「電気 de ポイントプラス」の開始およびキャンペーンの実施について（概要）

 



別別別別 紙紙紙紙

「電気「電気「電気「電気 de de de de ポイントプラス」ポイントプラス」ポイントプラス」ポイントプラス」のののの開始開始開始開始

およびおよびおよびおよびキャンペーンの実施にキャンペーンの実施にキャンペーンの実施にキャンペーンの実施についてついてついてついて

（（（（概要概要概要概要））））

2018年８月６日

北陸電力株式会社

１．「電気 de ポイントプラス」の開始 １

� 「ほくリンク」会員のお客さまを対象に

毎月お支払いただく電気料金に応じてほくリンクポイントがたまる

「電気 de ポイントプラス」を本年10月から開始します。

� ご加入後１年目→２年目→３年目以降と段階的にたまるポイントが

多くなっていきます。

� 加えて！ 9月末までにご加入いただいた方を対象に

はやトクキャンペーン（もれなく500Pプレゼント）を実施します。

� さ・ら・に！！ ご加入後、2020年3月までの間は、

ポイントアップキャンペーン（もれなく毎月60Pプレゼント）を実施します。

� 本日から事前受付を開始しましたので、ぜひお申し込みください。

１年目 ２年目 ３年目以降

200円につき
１ポイント

200円につき
２ポイント

200円につき
３ポイント

おまたせしました！



２．「電気 de ポイントプラス」の概要 ２

• 「ほくリンク」会員のお客さまを対象に、毎月の電気料⾦に対してほくリンクポイント
を付与します。

• 本年、10月分の電気料⾦からサービスを開始します。
（初回は11月中旬のほくリンクポイント付与を予定しています）

• 本サービスへのご加⼊年数に応じて、ポイント数が増えていきます。
• なお、付与するポイントには毎月200Pの上限を設けさせていただきます。

※１ ポイント付与の対象となる電気料⾦には、燃料費調整額および消費税等相当額を含み、
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を含みません

ご加入後経過年数ご加入後経過年数ご加入後経過年数ご加入後経過年数 ポイント数ポイント数ポイント数ポイント数

１年目 200円
※１

につき１ポイント

２年目 200円
※１

につき２ポイント（Point UP !）

３年目以降 200円
※１

につき３ポイント（Point UP !）

例） 電気料金が 6,000円/月の場合（料金は税込・再エネ賦課金除き、ポイントは１年目）

6,000円÷200円×１ポイント＝30ポイント！

２年目の場合60ポイント! 3年目以降の場合、90ポイント!!

３．「電気 de ポイントプラス」のご加入条件等 ３

• 「ほくリンク」会員の登録が必要です。
• 以下のいずれかの契約により電気をご使用いただく必要があります。

※２ 本サービスの対象メニューとして、従量電灯ネクスト（電気料⾦単価は従量電灯と同等）をご用意しま
した（詳細はスライド7・8）。 なお、契約電流が５Aの場合は本サービスのご加⼊対象外です。

※３ 新規の受付を停止させていただいております。
※４ 本年、７月末時点でご契約いただいている場合にポイントサービスの対象とさせていただきます（８月

以降、節電とくとく電灯をご契約いただく場合は、ポイントサービスの対象とはなりませんので、
予めご了承ください）。

• 本サービスへご加⼊された場合、毎月の検針後にお渡ししている「電気の
ご使用量のお知らせ（検針票）」の発⾏を停止いたします。
お手数ですが、検針票の内容は、ほくリンクサイトでのご確認をお願いいた
します。

電気料金のご契約電気料金のご契約電気料金のご契約電気料金のご契約

従量電灯ネクスト
※２

・くつろぎナイト１２・エルフナイト８
※３

・

エルフナイト１０
※３

・エルフナイト１０プラス
※３

・節電とくとく電灯
※４



４．「はやトクキャンペーン」の実施について ４

• 本日（8/6）から9月末までにご加⼊いただいた方を対象に
「はやトクキャンペーン（もれなく500ポイントプレゼント）」
を実施します。

• 事前受付の特典となりますので、
9月末までに是非ご加⼊ください。

いそげ～

５．「ポイントアップキャンペーン」について ５

• さらに本サービスの適用〜2020年
3月までの間（最大18か月間）
は、
「ポイントアップキャンペーン（もれなく
毎月60ポイントプレゼント）」
を実施します。

• 期間限定でのポイント適用となります
ので、是非お早めにご加⼊ください。

さらに

毎月60Ｐ

もらえる～



６．事前申込みについて（早期申込専用webページ） ６

ほくほくほくほくリンクログイン前リンクログイン前リンクログイン前リンクログイン前TOPTOPTOPTOP画面右上バナー画面右上バナー画面右上バナー画面右上バナー

クリック

クリック

当社コーポレートサイト当社コーポレートサイト当社コーポレートサイト当社コーポレートサイトTOPTOPTOPTOPページバナーページバナーページバナーページバナー

クリック

ポイントメニュー申込専用ページポイントメニュー申込専用ページポイントメニュー申込専用ページポイントメニュー申込専用ページ

（参考１）従量電灯ネクストの概要（1/2） ７

○ 契約電流が10アンペア以上60アンペア以下の場合
区分 単位 料⾦単価（税込）

基本料⾦

10アンペア １契約 237.60円
15アンペア 〃 356.40円
20アンペア 〃 475.20円
30アンペア 〃 712.80円
40アンペア 〃 950.40円
50アンペア 〃 1,188.00円
60アンペア 〃 1,425.60円

電⼒量料⾦
最初の120kWhまで １ｋＷｈ 17.52円
120kWhをこえ300kWhまで 〃 21.33円
300kWhをこえる 〃 23.02円

最低月額料⾦ １契約 178.08円



○ 契約容量が6キロボルトアンペア以上の場合
区分 単位 料⾦単価（税込）

基本料⾦ １ｋＶＡ 237.60円

電⼒量料⾦
最初の120kWhまで １ｋＷｈ 17.52円
120kWhをこえ300kWhまで 〃 21.33円
300kWhをこえる 〃 23.02円

○ 従量電灯ネクストのご契約にあたっての主な留意事項
・ 従量電灯ネクストは初回振替契約※５の対象外です。
※５ ⼝座振替で電気料⾦をお⽀払いいただいているお客さまで、初回の振替で引き落としされた場合に

翌月分の電気料⾦を54円（税込）/月、割り引く制度。

・ 将来的に契約振込票※６および検針結果のお知らせ※７の有料化を予定しております。
実施時期については、あらためてご案内いたします。
※６ ⾦融機関・コンビニエンスストア等で電気料⾦をお⽀払いいただく場合の振込票
※７ 検針後にお渡ししている「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」

（参考１）従量電灯ネクストの概要（2/2） ８

当社では、毎月の電気料⾦のお⽀払いについては、⼝座振替またはクレジットカードでのお⽀払いを
お奨めするとともに、「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」については、ほくリンクサイトでのご確認を
お願いしております。

当社では、毎月の電気料⾦のお⽀払いについては、⼝座振替またはクレジットカードでのお⽀払いを
お奨めするとともに、「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」については、ほくリンクサイトでのご確認を
お願いしております。

（参考２）ポイントをためるイメージ
例）電気料⾦が6,000円/月（税込、再エネ賦課⾦除き）の場合

９

１年目 ２年目 ３年目以降

開
始
後

電気 de ポイントプラス 360360360360ポイントポイントポイントポイント

(30ポイント/月×12か月)
720720720720ポイントポイントポイントポイント

(60ポイント/月×12か月)
1,0801,0801,0801,080ポイントポイントポイントポイント

(90ポイント/月×12か月)

こ
れ
ま
で

Web確認、キャンペーン、
アンケート回答など 1,000ポイント

※８
1,000ポイント

※８
1,000ポイント

※８

合 計 1,360ポイント

(=1,360円相当)
1,720ポイント

(=1,720円相当)
2,080ポイント

(=2,080円相当)

※8 電気料⾦・使用量のWeb確認(600ポイント[50ポイント/月×12か月])、年に２回程度のキャンペーン応募(約200ポイント)
およびアンケート回答など（約200ポイント）で計1,000ポイント程度になると想定。

※9 当初(2018年10月)〜2019年9月までの期間
※10 2019年10月〜2020年3月までの期間

○ 上記に加え、今回のサービス開始に伴う、「はやトクキャンペーン（１年目のみ500ポイント）」、
「ポイントアップキャンペーン（１年目は最大720ポイント※9、２年目は最大360ポイント※10）」
を実施するため、１年目は2,580ポイントがたまります。

○ また、２年目以降も「ほくリンク」がお客さまにとって更に魅⼒あるサービスとなるよう、随時お得なキャ
ンペーンの実施を検討してまいります。



お問い合わせ先 10

「ほくリンク」に関するお問い合わせはこちら

料金メニューに関するお問い合わせはこちら

お客さまサービスセンター

0120-7 7 6 4 5 3

「ほくリンク」専用お客さまサービスセンター

0120-８９６９５０
ほほほほ くくくく リリリリ ンンンン クククク へへへへ ゴーゴーゴーゴー

（受付時間／月～土曜日：９～19時 ※日祝日・年末年始を除く）
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