
 「ほくリンク」サービスの拡大等

                                                                          2019年11月29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」の冬季実施

　昨冬に引き続き、電気の使用量が多くなる冬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」を今

冬も実施いたします。（今冬は67協力企業・団体が参加）

　【実施期間】

　　12月１日～３月31日の全ての平日
※
（11時～20時）※ 12月30日～1月3日を除く

　 【プレゼント企画概要】

　　協力企業・団体のクーポンを利用され、応募いただいたお客さまの中から抽選で

「ＪＣＢギフトカード3,000円分」等をプレゼントいたします。

　

２．「節電とくとくメニュー」の冬季実施

　昨冬に引き続き、節電電力量に応じて料金を割り引くお得な「節電とくとく電灯」お

よび「節電とくとくプラン」を今冬も実施いたします。

　【実施期間】

　　12月１日～３月31日の期間で当社があらかじめお知らせする日（11時～14時）

３．「ほくリンク」ポイントサービスの提携先の拡大

　提携先が１社拡大し、合計で45社となりました。

　【新規の提携先】

　  ・ピリケン　商品券との交換

　  　  

以　上
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１-1．「出かけて節電」の冬季実施

 昨冬に引き続き、電気の使⽤量が多くなる冬季のピーク時間に、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︓12月1⽇〜3月31⽇の全ての平⽇（12/30〜1/3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11時〜20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、67企業・団体の345店舗（2019年11月29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」の冬季実施

 今冬も、クーポンを利⽤された「ほくリンク」会員さまに、抽選で賞品が当たるプレゼント
企画を実施

①実施期間中、協⼒企業・団体の
店頭でクーポンを提示ください
（印刷可）
クーポン特典が受けられます

[プレゼント応募の流れ]
[応募ハガキ付チラシ]

②協⼒企業・団体の店頭にて、スタ
ンプを押印した応募ハガキ付チラシ
をお受け取りください

③応募ハガキに必要事項を記入し、
ポストに投函ください

抽選で、ＪＣＢギフトカードや
ＱＵＯカードをプレゼント︕
Ｗチャンスは大人気りくこグッズ︕

スタンプ押印欄



２．「節電とくとくメニュー」の冬季実施

 昨冬に引き続き、「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、
冬季の節電割引を実施。
・電気のご使⽤量が多くなる冬季期間で、当社があらかじめお知らせする⽇の11時〜14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︓12月1⽇〜3月31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

12～３月 ： 11～14時

10時～11時 11時～12時 12時～13時 13時～14時 14時～15時 時間帯月︓11
〜14時

※2018年8月以降、新たにご契約いただいた場合は「電気
deポイントプラス」の対象とはなりません。予めご了承ください。

３．「ほくリンク」ポイントサービスの提携先の拡大

 新たに1社が加わり、合計で45企業・団体と提携先を拡大。

ピリケン

「ほくリンクポイント」1,000ポイントを、
商品券（1,000円分）
に交換いただけます。



お問い合わせ先

「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 く リ ン ク へ ゴー

（受付時間／月〜⼟曜日︓９〜19時 ※祝日・年末年始を除く）

（受付時間／月〜⼟曜日︓９〜20時 ※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

※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。

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（税込）お買い上げごとに100円引き（最大1,000円引まで）

Ｊｏｓｈｉｎ 当社エリア 14 1,000円（税込）以上お買い上げで期間限定ポイント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 1名につき2ゲーム以上の利用で１ゲーム無料（3名様まで）

ショッピングセンター 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 ロールケーキ（レギュラーサイズ）200円引き

昌栄堂 ⿂津市/⿊部市 2 1,000円以上お買い上げで加積りんごパイ1ケプレゼント

Bel tempo ベルテンポ ⿂津市 1 お買い上げの5％OFF

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 3 1,000円以上お買い上げ（税抜）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 1,000円（税込）以上の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（税込）以上お買い上げで5％割引

杉森菓子舗 七尾市 2 1,000円（税込）以上お買い上げで100円引き

八野田 羽咋市 2 500円（税込）以上お買い上げのお客さまに神子原だんご1本プレゼント

⻄洋菓子倶楽部 福井市/坂井市 2 1,000円（税別）以上お買い上げの方に300YENチケットプレゼント

小堀菓舗 敦賀市/鯖江市 3 1,000円以上(税抜)お買い上げの方にシュークリーム１個プレゼント

小堀日之出堂 敦賀市 1
1,000円以上（税抜）お買い上げの方に日之出餅または気比団子のどちら
か１個プレゼント

スローベリィ 鯖江市 1 お買い上げ商品5%引き

ベーグル専門店 とべーぐる 富山県/石川県 4 1,000円以上お買い上げで5%OFF

家電量販店

菓子店



（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容

※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。

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

ファーストフード さくら茶屋（石田商店） 福井県内 10
1,000円以上お買い上げでたい焼き（あずき又はクリーム）1枚プレゼン
ト

PANTES（パンテス）365 福井市 1
お買上げの方全員にホットドリンク カフェラテorホットコーヒーorホッ
トココアをプレゼント

パナデリア 大野市 1
1,000円以上（税込）購入で「自家製ラスク」か「塩パン」を一つプレゼ
ント

光明石温泉 富山県内 4 5回のご来店で大⼈１名分の入浴料が無料

アパホテル 当社エリア 5 3時間入浴（タオルセット付き） 1,000円→700円

つるぎ恋月 上市町 1 日帰り入浴100円引き

氷⾒温泉郷 総湯 氷⾒市 1 入館料割引 大⼈600円→500円 小⼈300円→200円 幼児100円→50円

環境ふれあい施設 らくち〜の 朝日町 1 お風呂コース、フィットネス・プールそれぞれ4時間コース20%OFF

テルメ⾦沢 ⾦沢市 1
テルメカード会員入会で入場料⾦1,100円が600円︕さらにホテル利用も
500円引︕

ひょっこり温泉 島の湯 七尾市 1 入浴料⾦10%OFF（大⼈550円→500円、小学生220円→200円)

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（通常200円）

⽩鷺湯 たわらや 加賀市 1 日帰り入浴 通常1,000円(税込)を900円(税込）に割引（予約要）

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円割引

極楽湯 福井市 1 入館料 大⼈（中学生以上）730円→580円

越前糸生温泉「泰澄の杜」 越前町 1 入浴料50円引き（通常510円）

パン

入浴施設

（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容

※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。

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 57 お買い上げで、もれなく粗品進呈

石川県電器商業組合の参加店 石川県 54 お買い上げで、もれなく粗品進呈

福井県電器商業組合の参加店 福井県 78 1,000円以上のご購入で、もれなく粗品進呈

岐阜県飛騨市神岡町の電器店 神岡町 1 お買い上げで粗品進呈

紳士服・婦⼈服 AOKI 当社エリア 20 クーポン券ご利用価格よりご優待割引でさらに10％OFF

花屋 沢井生花店 / Coco Fioreここはな ⿂津市/⿊部市 2
2,000円以上お買い上げで多肉植物をプレゼント（先着100名様。なくな
り次第粗品進呈）

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

道の駅すずなり 珠洲市 1 しおポテトチップス80円引き

織姫の⾥なかのと 中能登町 1 1,000円（税込）以上のお買い上げの方100円引き

映画館 テアトルサンク 福井市 1 一般1,500円、高校生以下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 入館者にオリジナルグッズプレゼント

ガソリンスタンド 栄月 福井県内 11 自動⾞用バッテリー価格10％OFF（店頭価格よりさらに）

水族館 越前松島水族館 坂井市 1 入館料20%割引き（グループ全員有効）

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１⼈様50円引き

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・麺ラン
チは除く)

ロジーズピクニックマート 越前市 1 お買い上げ⾦額の5％OFF

グリーンパーラー ベルベール 鯖江市 1 ご飲食された方はミニデザート1品サービス

レストラン

道の駅

電器店



（参考）「出かけて節電」協⼒企業・団体・特典内容

※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。

業態 協⼒企業・団体（順不同） 地域 店舗数 特典内容

ラーメン店 ピリケンラーメン 福井市 3 お会計より10%OFF

中華料理店 花ひなたに咲く 福井市 1 ご飲食された方にミニデザートサービス

なないろＫＡＮ 朝日町 1 コーヒー1杯390円のところ270円でお飲みいただけます

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

越前蕎⻨倶楽部 福井市 1 そば打ち体験(要予約)で打ったそばを試食する場合、通常500円が無料

バッティングセンター 小松バッティングセンター 小松市/野々市市 2
バッティングマシーンゲーム料⾦割引 2ゲーム600円→500円に割引
（100円割引）

デイズゴルフ ⿊部市 1 ビジター様入場料300円無料 レディースビジターさま2Ｆ料⾦半額

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（おひとり様１日１回限り）

太陽スポーツ 富山県 3 スポーツウェア、フットサルウェアを5％OFF

ランプジャック 富山市 1
アウトドアウェア、カジュアルウェア、アクションスポーツウェアを5％
OFF

ファイテンショップ 福井市 1 酸素カプセル体験（30分）通常2,200円→1,100円

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％の割引（現⾦払いのみ）

北陸電⼒エネルギー科学館
ワンダー・ラボ

富山市 1 来館でもれなく粗品進呈

アリス館志賀 志賀町 1 来館でもれなく粗品進呈

花のミュージアム フローリィ 志賀町 1 来館でオリジナルブックマーカーを進呈

スポーツ店

当社関連施設

ゴルフ練習場

体験施設・ﾚｽﾄﾗﾝ等

（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品



（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品

New

（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品



（参考）「ほくリンク」ポイントサービス 交換商品


