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節電にご協力いただけるお客さま向け

～ 新たな電気料金メニュー ～

節電とくとく電灯
節電とくとくプラン ･･･ ～ 71

当社は、平成28年４月から開始した小売全面自由化に対し、北陸電力エリアのお
客さまに引き続き当社をお選びいただけるよう、新たな電気料金メニューを設定
いたしました。

くつろぎナイト12
夜間および土日祝日の昼間の電気のご使用量が多いお客さま向け

･･･ ～ 98

【参考】

今回ご紹介メニュー



[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

・ほくリンク会員限定メニュー
・広く⼀般のお客さまを対象とし節電電⼒量に応じて料⾦を割引くものであり全国で初めて

設定したメニュー

節電とくとく電灯・節電とくとくプラン（特徴）

（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）
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節電割引額 ＝ 節電電力量 × 割引単価

[節電割引のイメージ]



節電とくとく電灯・節電とくとくプラン（割引単価） 2

[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]

13～16時（３時間）の1時間平均節電電力量 1kWhにつき 129.60円 割引
※３時間合計の節電電力量１kWhに換算した場合 ４３．２０円の割引に相当

節電とくとく電灯の電力量料金単価の約２倍！

※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！

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



7月

日 月 火 水 木 金 土

10 11 12 13 14 15 16

17 18
(祝日)

19 20
(実施日)

21 22 23

＜基準電力量の算定候補日＞
土日祝日および過去の節電
実施日を除く前平日5日間

（左図：赤丸の日）

（Ａ）基準電力量の算定例

7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月19日 4日間の合計 （Ａ）基準電力量

13～16時の3時間合計
使用電力量

6.0kWh 5.5kWh 6.5kWh 4.0kWh 6.0kWh 24.0kWh 2.0kWh
（6.0kWh ＋ 5.5kWh ＋ 6.5kWh ＋ 6.0kWh＝24.0kWh   24.0kWh÷4日間÷3時間＝2.0kWh）

（Ｂ）実績電力量の算定例

13～14時 14～15時 15～16時 3時間の合計 （Ｂ）実績電力量

7月20日の使用電力量 1.5kWh 1.0kWh 2.0kWh 4.5kWh 1.5kWh
（1.5kWh ＋ 1.0kWh ＋ 2.0kWh  ＝ 4.5kWh   4.5kWh÷3時間＝1.5kWh）

８節電とくとく電灯・節電とくとくプラン（節電割引算定例①）

基準電力量の算定候補日5日間のうち、13～16時の3時間合計使用電力量の多い4日間（緑色）の
合計使用電力量を、1日・1時間あたりで算定。（合計÷4日間÷3時間）

7月20日の13～16時の3時間合計使用電力量を、1時間あたりで算定。（合計÷3時間）
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（Ａ－Ｂ）節電電力量：0.5kWh

（Ａ）基準電力量 ：2.0kWh

（Ｂ）実績電力量：1.5kWh

節電時間帯（13～16時）

1.5kWh

節電割引額の算定例 （7月20日分、節電とくとく電灯の場合）

節電電⼒量 [0.5kWh] ＝（A）基準電力量 [2.0kWh] － （B）実績電力量 [1.5kWh]    

節電割引額 [64.80円／⽇] = 節電電力量[0.5kWh] × 割引単価 [129.60円]

節電とくとく電灯・節電とくとくプラン（節電割引算定例②）

節電電力量の算定例（7月20日分）

※ 節電割引額は、節電実施日ごとに算定。7月に節電実施日が3日間ありいずれの日も節電電力量が

0.5kWhだった場合の合計節電割引額は、194.40円（64.80円／日×3日間）
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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］

ご加入条件

① 会員 かつ

② 契約電流が６０Ａ または
契約容量が６kＶＡ以上のお客さま

＜おすすめポイント＞
従量電灯の適用範囲に該当し、１⽇をとお
して電気のご使⽤量が多く、節電にご協⼒
いただけるお客さま

① 会員 かつ

② くつろぎナイト１２にご加入の
お客さま

＜おすすめポイント＞
くつろぎナイト12にご加入で、節電にご協
⼒いただけるお客さま

実施日

受付開始日

[実施日、受付開始日]
平成28年４月１日

[実施日、受付開始日]
平成28年８月１日

申込方法

ご加入に
あたって

・ 会員サイトでの受付に限定

・ご加入の際、スマートメーターの設置
が必要であり、未設置の場合、取付工
事が必要となります。

※スマートメーター取付工事の都合上、多数
のお申し込みがあった場合には、一旦、
受付をお断りすることがございます。

・ 会員サイトでの受付に限定

※くつろぎナイト１２にご加入の際、
スマートメーターを取付いたします。

節電とくとく電灯・節電とくとくプラン （加入条件） 5



単位・区分 料金単価（税込）

基本料金 10Ａまたは１kVAにつき ２３７.６０円

電力量料金
（１kWhにつき）

最初の120kWhまで １７.５２円
120kWhをこえ300kWhまで ２１.３３円
300kWhをこえる ２３.０２円

割引単価 節電電力量１kWhにつき １２９.６０円

【節電とくとく電灯】

【節電とくとくプラン】
割引単価 節電電力量１kWhにつき １９４.４０円

節電とくとく電灯・節電とくとくプラン （料金単価）

・基本料金および電力量料金は、従量電灯と同単価。

※上記単価は13～16時（3時間）の1時間平均節電電力量1kWhあたりの単価。３時間合計の節電電力量1kWhに
換算した場合、43.20円。

※上記単価は13～16時（3時間）の1時間平均節電電力量1kWhあたりの単価。 ３時間合計の節電電力量1kWhに
換算した場合、64.80円。
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[更にお得な使い方]

・「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です。

節電とくとく電灯・節電とくとくプラン （お得な使い方）

「出かけて節電」の概要

ほくリンク会員さま

協力企業様・団体様

ｸｰﾎﾟﾝ

＜パソコン・携帯ご利用の方＞

＜スマートフォンご利用の方＞
（印刷）

（画面メモ）

③ クーポンを提示された会員
さま に特典付与

② クーポンを取得し、エアコン、テレビなどを消して実施日時にお出かけ

＜メール内容＞
・実施日時
・クーポンが掲載されたURL

① 会員さまへ実施日時までにメールでお知らせ

＜特典内容＞
・ポイント付与
・商品割引 等
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【参考】くつろぎナイト12 

[メニューの特徴]

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

①お得な
夜間が12時間

②⼟⽇祝⽇は
昼間もお得

[電力量料金単価（税込）]
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[ご加入条件] エコキュート等のヒートポンプ式給湯機をご使用のお客さま



単位・区分 料金単価（税込）

基本料金
１契約につき最初の10kVAまで １,６２０.００円

上記をこえる1kVAにつき ２３７.６０円

電力量料金
（１kWhにつき）

夏季昼間 ７～９月の平日 ８～20時 ３３.９６円

その他季昼間 10～６月の平日 ８～20時 ２４.２６円

ウィークエンド 土日祝日 ８～20時 １８.９３円

夜間 20～８時 １０.７６円

会員限定の「節電とくとくプラン」と組み合わせて
更にお得！！

[実施日] 平成28年８月１日 [受付開始日] 平成28年７月１日

【参考】くつろぎナイト12 9



【参考】低圧の主な料金メニュー一覧 10

料金メニュー 概要

既
存
の
メ
ニ
ュ
ー

従量電灯 一般的なご家庭向けメニュー

低圧電力 商店や工場などでご契約いただくメニュー

エルフナイト
夜間の電気のご使用量が多く、電気給湯機などをご使用のご家庭
向けメニュー
※平成28年7月31日をもって新規加入停止

高負荷率電灯
商店や工場などで1日をとおして電気のご使用量が多いお客さま
向けメニュー

深夜電力
電気給湯機などで夜間に限り電気をご使用されるお客さま向けメニュー
※平成28年3月31日をもって新規加入停止

ホワイトプラン電力 融雪などのために電気をご使用されるお客さま向けメニュー

低圧季節別時間帯別電力
商店や工場などで1日をとおして電気をご使用量が多いお客さま
向けメニュー

新
設
し
た

メ
ニ
ュ
ー

くつろぎナイト12 夜間および土日祝日の昼間の電気のご使用量が多いお客さま向けメニュー

節電とくとく電灯

節電にご協力いただけるお客さま向けメニュー
節電とくとくプラン

（くつろぎナイト12附帯割引プラン）



引き続きお客さまに当社をお選びいただけるよう、お客さまの

ご要望にあわせた新たな電気料金メニューやサービスの充実
に努めてまいります。


