
ご家庭における節電のお願い
　平素より弊社事業にご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

　弊社は、今冬に備えるため、電力需給対策に最大限取り組んだ結果、最低限必要な予備率

は確保できる見通しとなりました。

　しかしながら、北海道は他社からの電力融通に制限があること、北本連系設備や主要発電

設備等の脱落リスクを考慮する必要があり、また、積雪が多く寒冷な冬の北海道において電力

不足は社会生活等に甚大な影響を及ぼすことから、今夏に引き続き節電へのご協力をお願い

いたします。

　お客さまにはご不便とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。
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12月10日（月）～12月28日（金）　平日 16時～21時
 1 月 7 日（月）～ 3 月 1 日（金）　平日  8 時～21時
 3 月 4 日（月）～ 3 月 8 日（金）　　　 16時～21時

ご家庭で節電をお願いしたい期間・時間帯・量

冬の北海道における平日のご家庭での電気の使われ方（イメージ）

節電をお願いしたい
時間帯

出典：資源エネルギー庁推計

特にご家庭においては、電気のご使用が増える
夕方以降（16時～21時）の時間帯のご協力をお願いします。

7％以上※の節電にご協力をお願いします。　※一昨年の実績との比較



節電チェックシート

照明、冷蔵庫、テレビ等を中心に、普段お使い
の電気製品について節電のご協力をお願い
します。また、外出の際には待機電力等の削減
もお願いします。

ご家庭では冬の19時に平均で約1,0００Ｗの
電力を消費しており、照明、冷蔵庫、テレビ
で4割以上を占めています。
外出中の場合でも、冷蔵庫、温水洗浄便座、
待機電力等により、平均で約250Ｗの電力を
消費しています。

※節電効果の記載値は、一般家庭の平均消費電力（19時：約1,0００Ｗ）に対する削減率の目安です。（資源エネルギー庁推計）

冬のご家庭での
消費電力（19時）

冷蔵庫
16％

テレビ
9％

照明
19％その他

28％

待機電力 7％

暖房、電気カーペット 6％

電気ポット、食器洗い乾燥機、
ジャー炊飯器、洗濯・乾燥機、
温水洗浄便座 15％

節電にご協力いただきたい電気製品

照明、冷蔵庫、
テレビで
4割以上

節電に取り組んでいただく際の目安となるよう、節電効果を記載しております。ご家庭における使用状況に
あわせてご活用ください。

上記①～⑤の節電方法を行った場合、一般的なご家庭（30アンペア・260kWh）では、ご使用電力量は1月あたり
42kWh程度、電気料金のご負担は1月あたり1,000円程度軽減されます。

お願いしたい節電方法

②テレビ

①照明

③冷蔵庫

⑤温水洗浄便座

④待機電力
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画面の輝度を下げ、必要なとき以外は消しましょう。
※標準→省エネモードに設定し、使用時間を2/3に減らした場合

不要な照明をできるだけ消しましょう。

冷蔵庫の設定を控えめ（「弱」等）にし、扉を開ける時間を
できるだけ減らし、食品を詰め込み過ぎないように
しましょう。　※食品の傷みにご注意ください。

便座保温・温水の設定温度を下げ、
不使用時はふたを閉めましょう。

リモコンではなく本体の主電源を切りましょう。長時間
使わない機器はプラグをコンセントから抜きましょう。

合計で7％以上の節電となるようご協力をお願いします。

節電効果
（削減率） チェック

出典：資源エネルギー庁推計



〈機器の定格消費電力の目安〉　200～300W

〈機器の定格消費電力の目安〉
貯湯式　 500W（使用時）
瞬間式1,200W（使用時）

ご家庭での具体的な節電方法

白熱灯　　　　   54W
電球型蛍光ランプ 12W

〈機器の定格消費電力の目安〉
液晶テレビ50～150W

〈機器の定格消費電力の目安〉
800W（沸騰時）

〈機器の定格消費電力の目安〉
400W

〈統一省エネラベル〉

〈機器の定格消費電力の目安〉
ノート型45W

〈機器の定格消費電力の目安〉 
1,000W 

○不要な照明をできるだけ消しましょう。
○照明のかさやカバーをこまめに掃除しましょう。

○画面の輝度を下げま
しょう。

○必要なとき以外は消
しましょう。

○省電力設定を活用しましょう。

○部屋の整理整頓をしてから
掃除機をかけましょう。

○集じんパックを適宜取り替
えるのも効果的です。

○冷蔵庫の設定を控えめ（「弱」等）に
しましょう。

　※食品の傷みにご注意ください。
○扉を開ける時間をできるだけ減ら
し、食品を詰め込み過ぎないように
しましょう。

○長時間使わないときは
プラグをコンセントから
抜きましょう。

○保温を避け、必要な時に
再沸騰させましょう。

○便座保温・温水の設定温
度を下げ、不使用時は
ふたを閉めましょう。

○洗濯機の容量の8割を目
安に、まとめ洗いをしま
しょう。

照明

テレビ

パソコン

掃除機

冷蔵庫

電気ポット

温水洗浄便座

洗濯機

○リモコンではなく、本
体の主電源を切りま
しょう。

○長時間使わない機器
はプラグをコンセン
トから抜きましょう。

電気機器を買い替える時
には、省エネラベルの星の
数を参考にして、省エネ型
機器への買い替えも効果
的です。

待機電力 省エネ型機器への
買い替えも効果的

普段お使いの電気製品の使い方を工夫していただき、節電にご協力をお願いします。

一般的な電気製品の節電ポイント

〈機器の定格消費電力の目安〉



○室内の温度設定を
20℃にしましょう。
なお、寒さを感じた
場合は少し厚着をし
ましょう。

○外出時、就寝時、人が
いない部屋の暖房は
無理のない範囲で控
えるようにしましょう。

○こまめに温度設
定をしましょう。

○使用しない場合
は電源を切りま
しょう。

○フィルターをこまめに掃
除しましょう。

○使用しない場合は電源
を切りましょう。

○人のいる部分だけをあたためるようにしましょう。
○温度設定を「中」または「弱」にするよう心がけましょう。
○床に熱が逃げないよう、
　断熱マットを敷くと効果的です。

暖房機器全般

ポータブル電気ヒーター／
電気パネルヒーター

電気ファンヒーター

電気カーペット

冬の北海道には無くてはならない暖房ですが、適正な温度設定等による節電へのご協力をお願いします。

暖房等の節電ポイント

●暖房の控え過ぎにご注意いただき、体調管理には十分気をつけてください。
●暖房機器をご使用の際は、「ご使用上の注意」等をご確認いただき、安全にお使いください。
●ポータブル石油ストーブ等をご使用される場合には、特に以下のことを注意しましょう。
　・定期的に窓を開ける等して必ず換気をしてください。新鮮な空気が不足すると、一酸化炭素が発生します。
　・洗濯物や布団等はストーブの近くに置かないようにしましょう。
●それぞれのご事情に応じ、生活に支障のない範囲でご協力をお願いします。

節電時にご注意いただきたいこと

その他の
節電ポイント

使用時間の短縮
消費電力の大きい電気製品
は、できるだけ使用時間を短
くするご協力をお願いします。

アイロン 電子レンジ ホットプレート

トースター IHクッキング
ヒーター ドライヤー

食器洗い乾燥機 等



■過去２４ヶ月の使用実績画面イメージ（パソコン版）

ご家庭での節電効果のご確認

電気ご使用量のお知らせ

Ｗｅｂ料金お知らせサービス

■ドリーム８等を
　ご契約のお客さま

■従量電灯や低圧電力を
　ご契約のお客さま

「Ｗｅｂ料金お知らせサービス」をご利用いただくと、パソコンからは、過去24ヶ月のご使用量・推移
がひと目でわかるので、使用量の削減効果の把握ができ、ご家庭の節電に活用いただけます。
ご登録は無料ですので、ぜひこの機会に、お申し込みください。

●同じ契約のご家庭の平均ご使用量との比較
　ができるので削減の目安がわかります。
●前月や前年同月等、過去のご使用量との比較
　ができます。
※ご加入後は、「電気ご使用量のお知らせ」はお届けしません。

ほくでん Web料金 検索

ご利用登録は簡単です

パソコンから 携帯電話から

毎月配布している「電気ご使用量
のお知らせ」には、前年同月のご
使用量が記載されていますので、
節電効果の参考としてご確認い
ただけます。

お手元に「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請
求書」などをご用意のうえ、パソコンまたは携帯電話に
て必要事項をご入力ください。

当月の
ご使用量

前年同月の
ご使用量

■でんき予報（供給予備力）の凡例

「でんき予報」のご案内
■ほくでんホームページ
　「でんき予報」

70万kW超

安定 やや厳しい 厳しい 非常に厳しい

70万kW以下
25万kW超

25万kW以下
15万kW超 15万kW以下

日々の電気の需要見通しを、ほくでんホームページ
の「でんき予報」に掲載しています。ピーク時供給
力や予想最大電力等の需給状況をお知らせしてい
ますので、節電にご協力いただく際の参考として、
ご活用ください。
（翌日予報は毎日１８時頃、当日予報は7時頃に公表しております。）



節電に関するお問い合わせ
ほくでんホームページをご覧いただくか、節電ダイヤル（通話料無料）までお問い合わせください。

※お掛け間違いのないようにお願いします。
※お電話がつながりにくい場合がございますので，あらかじめご了承願います。

ほくでん　節電 検索

節電へのご協力で、最大2,000円分のQUOカードを進呈！節電へのご協力で、最大2,000円分のQUOカードを進呈！節電へのご協力で、最大2,000円分のQUOカードを進呈！

みんなde節電!
ウインターキャンペーン
みんなde節電!

ウインターキャンペーン
みんなde節電!

ウインターキャンペーン

平成24年11月２日（金）～12月7日（金）

応 募 条 件

応 募 方 法

達 成 条 件

応 募 期 間

0120-009-428

ほくでんホームページ　節電サイト

節電ダイヤル
（通話料無料）

節電ダイヤル開設期間 ： 11月2日（金）～3月8日（金）
電話受付時間  9:00～17:00（土・日・祝日、12月29日～1月3日を除く）

平成25年１月分～３月分の電気ご使用量の合計（ｋＷｈ）と前年同月分（平成24年１月分～３月
分）の電気ご使用量の合計（ｋＷｈ）を比較した削減率に応じてＱＵＯカードを進呈いたします。

以下のすべての条件を満たした方を対象といたします。
①平成23年12月の検針日から平成25年３月の検針日前日までの期間中、同一のお客さま
　番号の契約を継続しているお客さま
②ほくでんと以下の契約種別で契約されているお客さま
　●従量電灯A　●従量電灯B　●従量電灯C　●時間帯別電灯（ドリーム8）
　●ピーク抑制型時間帯別電灯（ドリーム8エコ）　●3時間帯別電灯（eタイム3）
　●融雪用電力A　●融雪用電力B　●融雪用電力C　●融雪用電力D　●融雪用電力L
③応募期間中にお申込みを完了されたお客さま

インターネット（ほくでんホームページ）またはキャンペーンチラシに付属の「応募ハガキ」にて
ご応募ください。※キャンペーンチラシの送付希望は、節電ダイヤルへご連絡ください。

15％以上の節電　　　　  2,000円分のQUOカード
7％以上15％未満の節電　1,000円分のQUOカード


