
  

 新規キャンペーンの実施および
 「ほくリンク」専用ダイヤルの開設

                                                                            平成28年7月29日
                                                                            北陸電力株式会社

　８月１日より、新たなキャンペーンとして「わくわく とくとく キャンペーン」　

および「北陸かがやき契約ご紹介サマーキャンペーン」を実施いたします。

　また、「ほくリンク」（北陸エリアのお客さま向け会員サービス）の各種お問合せ

にお応えする専用ダイヤルを開設することとしましたので、合わせてお知らせいたし

ます。

１．「わくわく とくとく キャンペーン」の実施　【別紙１参照】

　実施日：平成28年８月１日（月）～ 平成28年11月30日（水）

　概　要：期間中「くつろぎナイト12」にご加入いただいた方に、

　　　　「ほくリンクポイント」および抽選で、ホテル・旅館ペア宿泊や

　　　　　スイーツをプレゼント（※）

　　　　　　　　　（※）ホテル・旅館ペア宿泊やスイーツのプレゼントは、平成28年８月以降、

                        新規にエコキュートを設置したお客さまを対象といたします。

２．「北陸かがやき契約ご紹介サマーキャンペーン」の実施　【別紙２参照】

　　　実施日：平成28年８月１日（月）～ 平成28年９月30日（金）

　　　概　要：期間中「北陸かがやき契約」をご紹介いただくと、「ほくリンク　　　

　　　　　　　ポイント」５０ポイント、さらにご加入いただいた場合は、　　　　　

　　　　　　　５００ポイントをご紹介者にプレゼント

３．「ほくリンク」専用ダイヤルの開設　【別紙３参照】

　　　開設日：平成28年８月１日（月）

　　　概　要：「ほくリンク」に関する各種お問合せ・ご相談にお応えする

　　　　　　　専用ダイヤルの開設

　　　　　　　　　    （ほくリンクへゴー）            
　　　　　　　０１２０－８９６９５０　　　　　　　

以　上

　別紙１：「わくわく とくとく キャンペーン」の実施
　別紙２：「北陸かがやき契約ご紹介サマーキャンペーン」の実施
　別紙３：「ほくリンク」専用ダイヤルの開設
 



 
「わくわく とくとく キャンペーン」 

の実施 
 

平成28年７月2９日 

北陸電力株式会社 

別 紙 １ 



エコキュートをお使いのお客さま向けの 
新たな電気料金メニュー「くつろぎナイト１2」デビュー 
(8月1日)にあわせ、お得なキャンペーンを実施します！ 

 １．キャンペーンの概要 1 



応募期間  平成28年８月１日（月）～１１月３０日（水） 

応募資格 

 ・エコキュート設置 
 （「くつろぎナイト12」へのご加入条件） 
 ・平成28年11月30日までに「くつろぎナイト１２」に加入 
  されたお客さま 
 ・平成28年1２月７日までに「ほくリンク」会員に登録された 
  お客さま（既に会員の方も対象です） 

応募方法 

 ＳＴＥＰ① お店でエコキュートを購入 

 ＳＴＥＰ②「くつろぎナイト１２」に加入 
      （ご加入方法は、エコキュートをご購入された 
       販売店または北陸電力にお問合せください）  

 ＳＴＥＰ③「ほくリンク」会員登録 

       北陸電力ホームページから申込み 

 ＳＴＥＰ④ 応募完了（自動エントリー） 

 ２．キャンペーンの詳細内容 ［1］ 2 



 ２．キャンペーンの詳細内容 ［2］ 3 

特  典 

（１）「ほくリンクポイント」をもれなくプレゼント 

   

  ［平成28年8月以降、新規にエコキュートを設置］ 

   ①［くつろぎナイト12」ご加入で、400ポイント 

   ②「ほくリンク」新規会員登録で、さらに200ポイント 

    合計最大で600ポイントをプレゼント 

  

  ［平成28年７月以前に、エコキュートを設置］ 

   ①［くつろぎナイト12」ご加入で、200ポイント 

   ②「ほくリンク」新規会員登録で、さらに200ポイント 

    合計最大で400ポイントをプレゼント 
 

※「くつろぎナイト12」ご加入ポイントは、平成28年12月中に 
  付与予定 

※「ほくリンク」会員登録ポイントは、原則ご入会の翌月に付与予定 

※  平成28年7月14日以前に会員登録済のお客さまには、 

   既に200ポイントが付与されています。 



 ２．キャンペーンの詳細内容 ［3］ 4 

特  典 

 
（２）合計120名さまに「くつろぎのひととき」プレゼント 

  
 ［平成28年8月以降、新規にエコキュートを設置したお客さま 

のみ対象］ 
  
 Ａ賞 北陸の豪華ホテル・旅館ペア宿泊 ６本 
     富山／リバーリトリート雅楽倶 ２本 
     石川／和倉温泉 加賀屋    ２本 
     福井／料理旅館 望洋楼    ２本 

 Ｂ賞 選べる北陸の人気スイーツ  １１４本 
     富山／ヴェルフォンス ベルコリヌ 
     石川／ル ミュゼ ドゥ アッシュ ＹＵＫＩＺＵＲＩ 
     福井／西洋菓子倶楽部 
        ～心も焦がす～おこげと焦がしのブリュレろーる 

当選発表 
平成28年12月下旬 
［厳正な抽選（12月中旬）のうえ、「当選案内」の発送をもって

発表にかえさせていただきます］ 



 ３．キャンペーンに関する当社ホームページへのアクセス方法 5 

  ＜キャンペーンの詳細は＞  
 当社ホームページよりキャンペーン情報にお進みいただき、 
 ご覧ください。   
 
 
        ＜「ほくリンク」への新規登録は＞  
 当社ホームページより「ほくリンク」新規会員登録からお申込み 
 ください。 
 
            

北陸電力 キャンペーン一覧 

■サイト内のバナーから 

または、 

■サイト内のバナーから 

または、 ほくリンク 



【参考】「くつろぎナイト12」 
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ご加入条件 エコキュートをご使用のお客さま 

特徴 

①お得な夜間時間帯を、ご使用量の多い夜８時から朝８時までの12時間に設定 
②土曜日、日曜日、祝日の昼間は、割安なウィークエンド時間を設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【更にお得な使い方】 

 「くつろぎナイト12」の付帯割引プランである「節電とくとくプラン」 
（    会員限定、平成28年8月1日から受付開始）や「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、協力企業・団体において
お得なポイント付与や商品割引等の特典を受けることも可能です。 

実施日等 平成28年８月１日（現在、契約申込み受付中） 

平日 土日祝日

ウィークエンド

時間帯

昼間

時間帯

10.76 円/kWh

33.96   円/kWh

24.26 円/kWh

20時

８時

18.93  円/kWh

20時

８時

夜間

夏季（７～9月）

その他季（10～6月）

夜間

10.76 円/kWh

お得な 
夜間が12時間 



【参考】節電とくとくプラン[くつろぎナイト12附帯割引プラン] ［1］ 

[メニューの特徴] 
 
・当社がメールにより予めお知らせする日時（例  ７～９月の13～16 時）に節電いただくと、 
    その実績に応じて電気料金を割引 

 （Ａ－Ｂ）節電電力量 

（Ａ）基準電力量 
（節電実施日の前平日５日間のうち、 
 1３～１６時の使用電力量が多い 
 ４日間の平均使用電力量） 

（Ｂ）実績電力量 
（節電実施日の１３～１６時の 
 平均使用電力量） 

 の節電電力量に割引単価を乗じ、節電割引額を算定 

節電時間帯（13～16時） 

節電割引額  ＝  節電電力量 × 割引単価 

[節電割引のイメージ] 

7 



ご加入条件 

 

①      会員 かつ 
 
② 「くつろぎナイト１２」にご加入のお客さま 
 
で、節電にご協力いただけるお客さま 

割引単価 

13～16時（３時間）の1時間平均節電電力量 1kWhにつき 

194.40円 割引 
※３時間合計の節電電力量１kWhに換算した場合 ６４．８０円の割引に相当   
 「くつろぎナイト１２」の電力量料金単価（夏季昼間）の約２倍！ 

実施日等 
[実施日・受付開始日] 
平成28年８月１日 

申込方法 
「くつろぎナイト12」にご加入の上、平成28年８月１日以降に 

      会員サイトから会員さまご自身でのお申込みが必要です。 

【参考】節電とくとくプラン[くつろぎナイト12附帯割引プラン] ［2］ 8 



 お問い合わせ先 9 

「わくわく とくとく キャンペーン」 および 
「ほくリンク」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【8月1日から開設】 

0120-８９６９５０ 
 ほ     く      リ   ン   ク  へ    ゴー 

（受付時間：月～金 午前9時～午後7時・土日祝日・年末年始除く） 

※７月末までのお問合せ先：0120-776453（24時間受付） 



 

別 紙 ２   

「北陸かがやき契約ご紹介 
サマーキャンペーン」 

の実施 

平成28年７月2９日 

北陸電力株式会社 



 １．キャンペーンの概要 1 

 北陸在住のお客さまから、首都圏在住のお友達や
ご家族・ご親戚へ「北陸かがやき契約」をご紹介 
いただくと、「ほくリンクポイント」をご紹介者
（北陸在住のお客さま）にプレゼント！ 



 ２．キャンペーンの詳細内容 2 

期 間  平成28年8月1日（月）～ 9月30日（金） 

ご紹介
方法 

◎首都圏のお客さまには、当社へ紹介することについて、あらかじめ承諾を得た上で 
   以下の方法でご紹介ください。 
 
＜方法①＞北陸在住のお客さまが、当社ホームページ「キャンペーンサイト」 内から 
                メールにて送信 
＜方法②＞北陸在住のお客さまが、キャンペーンチラシに同封された「ご紹介ハガキ」 
                にて郵送 

特 典 

＜特典1＞ 

 9月末までに、北陸在住のお客さまが首都圏のお客さまをご紹介いただくと、ご紹介ポイントとして 

 ご紹介1件につき「ほくリンクポイント」・・50Ｐプレゼント（上限250Ｐ） 
 

＜特典2＞ 

 10月末までに、北陸在住のお客さまにご紹介いただいた首都圏のお客さまが「北陸かがやき契約」 

   にご加入いただくと、ご加入ポイントとして 

 「ほくリンクポイント」・・・・・・・・500Ｐプレゼント（上限2,500Ｐ）      ※原則、ご紹介ポイント（50Ｐ）のプレゼントは紹介の翌月、ご加入ポイント（500Ｐ）は2016年     11月上旬を予定しております。 
 
※「ほくリンクポイント」をお受け取りいただくには、「ほくリンク」への会員登録（無料）が必要と 
 なります。なお「ほくリンク」へ新規会員登録されたお客さまは、更にご入会ポイントとして200Ｐ 
 をプレゼントいたします。 



 ３．キャンペーンに関する当社ホームページへのアクセス方法 3 

  ＜キャンペーンの詳細は＞ 
 
 
 当社ホームページよりキャンペーン情報にお進みいただき、 
 
 
 ご覧ください。   

 
 
 

＜北陸かがやき契約のお申込みは＞   

 当社ホームページより首都圏のお客さま用ページにお進みいただき、 
  お申し込みください。 
           

      ＜「ほくリンク」への新規登録は＞ 
 
 
 当社ホームページより「ほくリンク」「新規会員登録」から 
 
 お申込みください。 
 
            

北陸電力 

■サイト内のバナーから 

インターネットお申込み受付時間 午前8時 ～ 午後10時 

■サイト内のバナーから 

ほくリンク 

■サイト内のバナーから 

北陸電力 キャンペーン一覧 



 お問い合わせ先 4 

お客さまサービスセンター 

0120-418969 
（受付時間：月～金 午前9時～午後7時・土日祝除く） 

ヨ   イ    ほ   く    り   く 

 「北陸かがやき契約」のお申込み・お問い合わせ 
 「北陸かがやき契約ご紹介サマーキャンペーン」に関するお問い合わせ 
 はこちら 



 

別 紙 ３ 

「ほくリンク」専用ダイヤルの開設 

平成28年７月2９日 

北陸電力株式会社 



 「ほくリンク」専用ダイヤルの開設 

• 平成27年４月から開始しました北陸電力サービス
会員制度「ほくリンク」の会員数がおかげさまで   
約８．６万人（平成28年６月末）となりました。 

 
• これからも、より多くのお客さまに便利でお得な 
「ほくリンク」サービスを快適にご利用いただくため、
８月１日より、「ほくリンク」の各種問合せ・ご相談に
お応えする専用ダイヤルを開設いたします。 

１ 



 「ほくリンク」専用ダイヤルの開設 ２ 

「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」専用ダイヤルを8月1日から開設！ 

（受付時間：月～金 午前9時～午後7時・土日祝日・年末年始除く） 

※７月末までの「ほくリンク」に関するお問合せ先：0120-776453 
                        （24時間受付） 
※電気のお申込みに関するお問合せ先：0120-776453（24時間受付） 
※停電・電気の設備(電柱・電線など)のお問合せ先：0120-837119 
                        （24時間受付） 
※その他電気に関するご相談・お問合せ先：0120-167540 
 （月～金 午前9時～午後7時［土日祝日／年末年始除く］） 

 ほ     く      リ   ン   ク  へ    ゴー 



これからも、 「ほくリンク」会員の皆さまに喜んで 
いただけるよう、サービスの充実に努めてまいります。 
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