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発電設備関連事業
技術部　 TEL・FAX(098)877-1420

電力の安定供給をサポート

　私たちは内燃力発電設備の運転・日常保守・定期点

検整備等を行い、沖縄の周辺離島における電力の安定

供給をサポートしています。

〈事業内容〉
　●内燃力発電設備の定期点検整備
　●電気、機械設備の施工、補修
　　（機関、発電機、自動監視制御、配開装置、
　　　配管、タンク、土木）
　●内燃力発電設備の日常保守
　●内燃力発電所の運転
　●機関、発電機、電力関連機材および物品の
　　販売
　●消防設備の定期点検、整備
　●直流電源設備の定期点検、整備
　●可倒式風力発電設備の運転
　●水道施設の運転管理（2019 年４月～）
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リース事業
業務サービス部　リース保険課 T E L  098-877-1410　FAX  098-911-6583

お客さまのニーズに即お応えします。

　私達は、自動車およびパソコン、複合機等のOA

機器から産業機械まで、ありとあらゆる商品を揃え、

お客様ニーズにお応えします。

〈主なリース物件〉

　●自動車

　●OA機器　 

　●産業用機械

　●自家用発電機　　　

　●自家用機器

　●ペット用医療機器　

　●その他

AED

打合せ風景

フォークリフト 複合機

自動車
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　複雑、多様化する現代社会におきましては、いつど

こで何が起こるか分かりません。

　そこで、お勧め致しますのが損害保険。「万一の時に

お客様に安心を」モットーにスタッフ一同、お客様の

財産をお守りするためのお手伝いを全力で致します。

〈取扱い保険会社〉
　●大同火災海上保険株式会社
　●損害保険ジャパン日本興亜株式会社
　●三井住友海上火災保険株式会社
　●東京海上日動火災保険株式会社
　●Chubb 損害保険株式会社

〈取扱保険種目〉

　●自動車保険　　　　　●火災保険

　●傷害保険　　　　　　●賠償責任保険

　●労働災害総合保険　　●その他損害保険

損害保険代理店事業
業務サービス部　リース保険課 T E L  098-877-1410　FAX  098-911-6583

お届けするのは…万一の時のお客さまへの安心です。
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車両整備事業
業務サービス部　車両課 TEL(098)877-1430　FAX(098)877-1431

愛車の健康診断……おまかせ下さい。

快適なカーライフをあなたへ
　お客様の大切なお車。しかし、車も長い間使用して

いるとたまには不調を訴えます。そんなときは、私た

ちにお任せ下さい。洗練されたスタッフが、お客様の

車を元気にし快適なカーライフをお約束します。

　安い・安心・信頼のなっとくOK車検をどうぞご利

用下さい。お待ちいたしております。

〈事業内容〉
　●民間車検業務
　●一般修理業務
　●板金塗装業務
　●特定自主検査
　　（高所作業車・建柱車）

車検 点検 整備 修理

代車、取引・納車、洗車、室内清掃 無料サービス

沖電企業のなっとくOK車検！
民間車検場（沖指定第 147号）

安い・あんしん・信頼

沖電企業のなっとくOK車検！

こんな経験ありませんか？
◎基本料金は安かったんだけど、消耗品を交換
　したら、作業工賃が付いて意外と高くなった。
◎割引特典が使えなくて、意外と高くなった。

車検時は、下記の交換作業工賃が無料です！

エンジンオイル、ブレーキオイル、オイルフィルター、
ワイパーゴム、ワイパープレード

※部品代金は別料金となります。
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業務サービス部　広告宣伝課 TEL(098)877-1423　FAX(098)911-6584

　クライアントとの信頼関係をしっかりと築き、ク

オリティの高い広告をより多くの人々に迅速かつ的

確に伝えること、それが私たちの使命です。

〈事業内容〉
　●TV、ラジオ、インターネット広告の企画・
　　制作・実施
　●チラシ、パンフレット、DM、　ポスター、 
　　ノベルティ等の企画・　制作
　●新聞、雑誌、交通広告、野外広告、ホー
　ムページの企画・制作
　●イベント、式典等の企画・実施●PR施
　　設の企画・制作・運営管理
　●展示会場等のブース設置

広告・宣伝事業
その「思い」かたちにします。

CM撮影 与那国発電所 10 号機増設竣工式

具志川火力工作教室

青少年科学作品展

オール電化体験車

おきでん「ひかりの風景」
デジタル写真コンテスト
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資機材販売事業
商事部　商事課 TEL(098)876-0272　FAX(098)877-1455

良質な製品をご提案します

　私たちは、電力事業の安定供給に貢献する

事を目指し、信頼性の高い良質な製品及び

サービスの提供と情報収集に務め、お客様の

様々なニーズにお応えします。

〈取扱商品〉
　●柱上変圧器、負荷時タップ切替
　　変圧器、高圧自動調整器　
　●電線、通信ケーブル類
　●配電盤、22kV 自動ガス開閉器、
　　22kV 手動ガス開閉器　
　●鉄塔、22kV 電線路ラインポスト
　　碍子、22kV 電線路用長幹碍子　
　●環境測定器
　●免震装置　
　●石炭、潤滑油、絶縁油、重油添
　　加剤　
　●安全衛生保護具、工具類、他

柱上変圧器

配電盤

高圧自動電圧調整器（SVR） 石炭
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変圧器製造整備事業
商事部　西原工場 TEL(098)944-6150

最新の設備と技術力で電気事業をサポート

　当工場は、県内初の柱上変圧器製
造工場として平成 6年12月に西原町
で創業を開始し、平成 18 年 9月には、
本社整備工場と統合を図るなど常に
安全で快適な作業環境と優れた技術
力を駆使して県内の電気事業をサ
ポートしています。

〈事業内容〉

●変圧器製造業務

●変圧器整備業務

●高圧自動電圧調整器整備業務

●その他

県内唯一の変圧器製造・整備専門工場

〈製造工程〉
巻　線 コイル硬化 内装組立

完成試験出　荷 真空乾燥注油 外装組立

低　圧 高　圧
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営業活動業務
営業企画部　 TEL(098)876-0272　FAX(098)877-1455

お客様の声をカタチに

お客様の声を
カタチに

発電設備関連事業
技術部　 TEL・FAX(098)877-1420

電力の安定供給をサポート

私たちは内燃力発電設備の運転・日常保守・定期点

検整備等を行い、沖縄の周辺離島における電力の安定

供給をサポートしています。

　お客様ニーズを収集し、迅速な経営判断と

各部門との協力でスピーディーな営業展開を

目指します。

〈事業内容〉
　●内燃力発電設備の定期点検整備
　●電気、機械設備の施工、補修
（機関、発電機、自動監視制御、配開装置、
配管、タンク、土木）

　●内燃力発電設備の日常保守
　●内燃力発電所の運転
　●機関、発電機、電力関連機材および物品の
　　販売
　●消防設備の定期点検、整備
　●直流電源設備の定期点検、整備
　●可倒式風力発電設備の運転
　●水道施設の運転管理（2019 年４月～）

〈事業内容〉

●訪問営業活動

●営業戦略

●各部門との情報共有

●お客様の声・および
アフターフォローの窓口

●経営企画・立案・実施提案・
確認・評価

●単年度及び中長期経営方針と
利益計画の策定

●新規事業に関する情報の収集・
立案

協力

お客様

各部門営業企画部

ニーズ 実現



5,048,407千円

165名

R1

平成26年
平成27年
平成28年
平成30年
　2019年

2019 7

営業商事部の営業支援課と営業統括課の二課を一課に統合
営業部の発足
渡嘉敷電業所業務終了。渡嘉敷発電所 維持管理業務スタート
業務推進支援室の発足
粟国水道施設運転管理業務の運用開始
営業部から営業企画部に名称変更（総務部から企画業務を移管した）



（2019年7月1日現在）

5,048,407千円（2018年度）

●OA機器、自動車、特殊車両等のリース
●環境保全機器類の販売・リース
●自動車車検・整備(民間車検場:沖147号)
●各種損害保険代理店業務
(自動車保険、火災保険等)
●広告・宣伝等の企画・制作及び広告代理店業務
(テレビ、新聞、ラジオ、インターネット広告の企画・制作)
●イベント、PR施設等の企画・運営管理
●非常食・防災関連用品・健康食品販売
●各種電力関連資機材の販売
(電力ケーブル、変圧器、配電盤、管路材等)
●電力柱上変圧器の製造販売及び整備
●非常用発電設備の販売、点検、保守業務
●消防設備の販売、点検、保守業務
●離島発電所設備の据付、点検、保守業務
●水道事業関連業務の運営管理及び関係資材の販売
●建築、土木、電気等の建設工事

165名（2019年7月１日現在）

商　事　課

商　事　部

広告宣伝課

リース保険課

QMS事務局

営業推進チーム
業務推進支援室

総　務　課

運用企画課

営　業　課

企　画　課

代表取締役会長
代表取締役社長
常 務 取 締 役
取    締    役
取    締    役
取    締    役
取    締    役
取    締    役
監 査 役

古　堅　幹　也
山　城　克　己
上　間　吉　光
友　寄　博　一
本　村　幸　雄
前　川　喜　一
宮　里　　　学
成　底　勇　人
恩　川　英　樹

営業企画部



営業企画部

（リース保険課）

TEL 098-876-0272
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