
 

                      

新ほくリンクアプリ「リクプリ」の提供開始について 
～もっと”使いやすく”もっと ”お得に ”～ 

2022 年１月 12 日 

北陸電力株式会社 

 

当社は、北陸に根差す企業として、お客さまや地域とつながりたい（＝リンク）という思い

を込め、会員サービス「ほくリンク」を提供しており、電気料金等のお知らせに加え、北陸地

域を中心とした提携店で商品券等と交換可能なポイントサービスなど、お客さまに便利でお得

なサービスをお届けしています。2016 年１月のサービス開始以降、大変ご好評をいただいてお

り、現在では約 50 万会員（北陸の世帯数の約４割）の皆さまにご登録いただいています。 

このたび、お客さまの声により一層お応えし、使いやすく一新した新ほくリンクアプリ

「リクプリ」を本日より提供開始いたします。また、お得感をさらに感じていただくため

に、ポイントサービスの提携先拡大を図るとともに、ダウンロードキャンペーンを実施い

たします。 

 

＜概要＞ 

１．新ほくリンクアプリの提供開始 

２．ほくリンクポイントサービス提携先の拡大（ポイント付与メニュー新設） 

３．新ほくリンクアプリダウンロードキャンペーンの実施 

 

また、「ほくリンク」がさらに魅力ある会員サービスとなるよう、今後、スマートメーター

30 分電力量を活用した低廉な見守りお手伝いサービス「北陸電力 電気 de 見守りサポート」

や、節電にご協力いただいた参加者にポイントを進呈する「デマンドレスポンスサービス」等

の提供も予定しています。 

当社は今後とも、「こたえていく。かなえていく。北陸電力」を目指し、より一層のサービス

充実に取り組んでまいります。 

以 上 

 

        ほくリンクアプリ 
    

            ▼ダウンロードはこちらから 

 

 

 

別紙：新ほくリンクアプリ「リクプリ」の概要 

 通称「リクプリ」 



新ほくリンクアプリ「リクプリ」の概要
2 0 2 2年 1月 1 2日

別紙



１．ほくリンクのご紹介

当社の会員サービス「ほくリンク」は、電気料⾦のお知らせに加え、
北陸地域を中⼼とした提携店で商品券等と交換可能な
ポイントサービスなど、お客さまに便利でお得なサービスを
提供しております。
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サービス開始

ほくリンク会員数は50万会員を突破︕
（北陸地域の世帯の約4割）（万人）
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２．新ほくリンクアプリ 「リクプリ」 の提供内容
お客さまの声にお応えし、便利な機能・サービスが加わります︕

「リクプリ」だけの新サービスを順次提供開始予定︕
・スマートメーターの30分値電⼒量を活⽤し、電気の使⽤状況に変化が⾒られるときは翌⽇にご家族等に連絡する

低廉な⾒守りお⼿伝いサービス「北陸電⼒ 電気de⾒守りサポート」
・あらかじめお知らせした時間に節電にご協⼒いただいた参加者にポイントを進呈するデマンドレスポンスサービス

＜⽅法①︓お買い物時にポイントをすぐに利⽤＞

＜⽅法②︓提携先のポイントに交換して利⽤＞

電気料⾦、ほくリンクポイントの
残⾼が⼀⽬でわかる︕

ほくリンクポイントが電⼦利⽤可能に︕
2通りのポイント交換⽅法で簡単利⽤︕

Push通知で毎月の電気料⾦や
お得情報を配信︕

より
早く簡単に

「リクプリ」は、SBパワｰ株式会社（ソフトバンク株式会社の子会社）のアプリを活⽤して開発しました。

今後の
予定

より
⾒やすく



３. ポイント交換⽅法①︓⼆次元コードを読み取りポイントを即時利⽤

③レジやサービスカウンター等に設置の
二次元コードを読み取り

②ホーム画面より
「ポイント交換」を選択

「リクプリ」では、店舗に設置された⼆次元コードを読み取り、ほくリンクポイントをお買い物時に
すぐに利⽤できます。

＜⼆次元コード読み取りポイント交換 ご利⽤⽅法＞

「リクプリ」アイコン

スーパー ショッピングセンター 専門店 地域の商品券

株式会社三喜有 福井県⺠⽣活
協同組合
（ハーツ）

株式会社アピア パリオCiTY 株式会社
セイアグリーシステム
（フェルヴェール）

【新規提携】

輪島市商店連盟
協同組合

（輪島スタンプ会）

株式会社ヤスサキ
【新規提携】

ARICAへ
ポイントチャージ

お会計時に割引 お会計時に割引 アピアお買物券お渡し

パリオCiTY全館共通
お買物券お渡し

※ﾎﾟｲﾝﾄ交換は、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ
にて⾏っております。

※⼀部除外店あり。利⽤可能
店舗はアプリをご確認くだ
さい。

お会計時に割引 輪島スタンプ会
商品券お渡し

④店舗で割引や商品券等の
特典が受けられます

＜⼆次元コード読み取りでのポイント交換が可能な提携先（2022年1月12⽇時点、順次拡⼤予定）＞

①「リクプリ」を起動

NEW

※新規端末で初めてログインした場合は、不正利⽤対策のため3⽇間ポイント交換サービスをご利⽤いただけません。



3. ポイント交換⽅法②︓提携先のポイントに交換可能な企業の拡⼤

＜提携先のポイントに交換 ご利⽤⽅法＞

家電量販店 飲⾷ スーパー 通信 ポイントカード

株式会社サンキュー
（100満ボルト）
【新規提携】

株式会社マルエー 株式会社NTTドコモ 株式会社京王
パスポートクラブ

株式会社PLANT 株式会社バロー
ホールディングス

KDDI株式会社

CokeON
ドリンクチケット

スマイルクラブ
ポイント

PLANT Pay
限定ボーナス

ルビットポイント dポイント Pontaポイント 京王グループ
共通ポイント

100満ボルトポイント

＜提携先のポイントに交換の⽅法で利⽤可能な提携先（2022年1月12⽇時点、順次拡⼤予定） ＞

追加

③ポイント交換先を選択し、
会員番号等の情報を⼊⼒

②ホーム画面より
「ポイント交換」を選択

④約1ヶ⽉程度で提携先の
ポイントに交換されます

北陸コカ・コーラ
ボトリング株式会社

【新規提携】

※ は、今回提携先のポイントに交換可能となった提携先追加

ほくリンクポイントを提携先のポイントに交換可能な企業がさらに拡⼤いたしました。

追加 追加

「リクプリ」アイコン

①「リクプリ」を起動

追加

※新規端末で初めてログインした場合は、不正利⽤対策のため3⽇間ポイント交換サービスをご利⽤いただけません。



ショッピングセンター 専門店 家電量販店 飲⾷

提携企業

ポイント
交換概要

お会計時に割引

＜交換方法＞
店頭での

二次元コード読み取り

お会計時に割引

＜交換方法＞
店頭での

二次元コード読み取り

100満ボルトポイント
に交換

＜交換方法＞
アプリでの

ポイント交換申請

CokeONドリンク
チケットに交換
＜交換方法＞
アプリでの

ポイント交換申請

4．ポイント提携先拡⼤
提携先が5企業拡⼤し、合計で57企業・団体となりました。

＜ポイント交換サービス新規提携先＞

＜ポイント付与サービス新規提携先＞

株式会社サンキュー
（100満ボルト）

株式会社ヤスサキ 株式会社セイアグリーシステム
（フェルヴェール）

北陸コカ・コーラ
ボトリング株式会社

旅⾏

提携企業

ポイント
付与概要

旅⾏代⾦の1.5％を
ほくリンクポイントで還元

株式会社⽇本旅⾏

ポイントを使う

ポイントを貯める



5．ポイント付与メニュー⾒直し

新規追加 メニュー開始時期︓2022年1月12⽇

ほくリンクからの旅⾏申込みで、旅⾏代⾦の1.5％分のほくリンクポイントを進呈
＜申込⽅法＞

①「電気deポイントプラス※」ポイント還元率変更
︓2022年4月付与分より

②以下のポイント付与メニュー廃⽌︓2022年3月下旬付与分より
付与メニュー名 付与条件 付与ポイント

お客さま情報登録 ご家族人数およびその「続柄」登録 50ポイント

メルマガ受信登録 メールマガジンの受信登録 50ポイント

「くつろぎナイト12」加入 「くつろぎナイト12」への契約切替 200ポイント

ほくリンク会員継続 ほくリンク会員1年継続 100ポイント

※毎⽉の電気料⾦に応じポイントが貯まるサービス。
ご加⼊年数に応じて還元率アップ。

ほくリンク会員専⽤
旅⾏申込サイト

ほくリンク
ポイント
進呈

【ポイント進呈時期】
ご旅⾏出発⽇の

翌々月末

0.5％ 0.6％ 0.7％

加⼊1年⽬ 加⼊2年⽬ 加⼊3年⽬

変更前

変更後

還元率変更・廃⽌

①
「リクプリ」のホーム画面で
「暮らしお得情報」バナーを

クリック
②

⽇本旅⾏の専⽤サイトにて、
旅⾏予約（ポイント進呈条件あり）

以下の通り、ポイント付与メニューを⾒直しいたします。

200円につき1P
（0.5％相当）

200円につき2P
（1.0％相当）

200円につき3P
（1.5％相当）



6. アプリダウンロードキャンペーン

「リクプリ」のご利⽤には、
ほくリンクの会員登録が必要です。

【注意事項】
・1つのほくリンクIDに対して、1回のご応募となります。
・4万人以上のご応募があった場合、当選上限は1万人とさせていただきます。
・2022年4月末頃に「ほくリンクポイント」進呈予定です。

【参加条件】 3/31までに「リクプリ」をダウンロードもしくはアップデート ➡ ログイン後、「プロフィール」を設定
【抽選概要】 条件を満たすお客さまの4人に１人へ、ほくリンクポイント1,000Ｐプレゼント



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

「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）




