
           
 

2020 年 7 月 7 日 

沖縄電力株式会社 

 

会員サイト『おきでん more-E』の受付開始および 

「おきでん Eポイント！ はじまるよ！ キャンペーン」について 

 

本年４月にお知らせしました会員サイトにつきまして、名称を『おきでん more-E』とすると

ともに、具体的なサービス内容が決まりましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

当社は、コーポレートスローガン「地域とともに、地域のために」のもと、お客さまとのつな

がりをさらに深めるためのコミュニケーションの場として、会員サイト『おきでん more-E』を、 

9月 1日に開設いたします。  

 

『おきでん more-E』は、お客さまが“もっとお得”になる「おきでん E ポイントサービス」

や、“もっと便利”になる「見える化サービス」、「情報提供サービス」、「参加型サービス」

の４つのサービスを提供してまいります。 

 

「おきでん E ポイントサービス」は、県内でポイントサービスを運用する企業との提携を通

し、県経済やポイント市場を活性化させてまいります。また、県内プロスポーツチームの応援に

ご利用いただくことで、沖縄を元気にするとともに、社会福祉・医療サポート・環境活動等を行

う団体への寄付を通し、子供の貧困など、地域の課題解決に貢献してまいります。 

 

「おきでん Eポイント」は、当社からの電気の購入や様々な参加型サービスを通して貯めるこ

とができます。 

さらに、会員サイトの開始に合わせ新設する 9月 1日からの新料金メニュー「従量電灯 plus」

や卒 FIT の太陽光発電設備※をお持ちのお客さま向け、新サービス「再エネ E ポイントプラン」

でも貯めることができます。 

 

なお、『おきでん more-E』の開始に先駆け、「おきでん Eポイント！ はじまるよ！ キャンペ

ーン」を本日から開始いたします。キャンペーン期間に事前申し込みをし、9月中に対象会員に

入会したお客さまにはポイント特典をご用意しております。 

 

当社は、今後もお客さまのご要望にお応えした魅力的な料金プランや暮らしをサポートする

様々な付加価値サービスを通して、より快適で豊かな生活の実現、地域社会の発展に貢献してま

いります。 
 

※「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT 制度）」に基づき、国の定める固定価格にて、電力の買取りを実

施する買取期間の満了を迎えた太陽光発電設備 



〇『おきでん more-E』サービスコンセプト 

～ もっと(more)、たくさんの『 E 』で沖縄の力になりたい! ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄に根差している『模合』の慣習。『模合』は、お互いの信頼関係に始まり、助け合

いやコミュニケーションの場として老若男女を問わず広く行われています。 

『模合』のように会員サービスを通して、これまで以上にお客さまとの信頼関係を育み、

コミュニケーションをさらに深めていきたいとの想いから、サービス名を『おきでん more-

E』としています。 

    

〇「おきでん Eポイント！ はじまるよ！キャンペーン」の概要 

事前受付期間中、「おきでん more-E」サイトからメールアドレスをご登録いただき、  

9 月 1 日から 9 月 30 日の間にプレミアム会員もしくはスタンダード会員に入会いただい

たお客さまに、それぞれ 500 ポイント、300 ポイントの「おきでん E ポイント」をプレゼ

ント。さらに、抽選で 100名さまへ 10,000ポイントをプレゼント。 

     

事 前 受 付 期 間：令和 2年 7月 7日（火）～令和 2年 8月 23日（日） 

特典対象入会期間：令和 2年 9月 1日（火）～令和 2年 9月 30日（水） 

 

＜more-Eに関するお問合せ先＞ 

沖縄電力生活営業部 TEL:0120-586-391 

（ 8：30～17：00（土・日・祝日・慰霊の日・旧盆・年末年始を除く）） 

 

 

別紙１：会員サイト『おきでん more-E』の概要  

別紙２：「おきでん Eポイント！ はじまるよ！キャンペーン」の実施 
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会員サイト『おきでんmore-E』の概要

令和２年７月７日

別紙１



もっと(more)、たくさんの『E』で沖縄の力になりたい!

2

～『おきでんmore-E』に込めた想い～

沖縄に根差している『模合』の慣習。
『模合』は、お互いの高い信頼関係に始まり、助け合いやコミュニケーションの場として老若男女を問わず広く行われています。

当社は、 『模合』のように会員サービスを通してこれまで以上にお客さまとの信頼関係を育み、コミュニケーションをさらに深

めていきたいとの想いから、サービス名を『おきでんmore-E』としました。

『おきでんmore-E』を通した様々な付加価値サービスの提供により、これまで以上にお客さまの快適で豊

かな暮らしをサポートしてまいります。
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当社から電気を購入もしくは当社と売電契約
を行う会員のお客さまには、『おきでんＥポ
イント』が付与されます!!

〇メールアドレスがあれば誰でも入会できる会員サイト『おきでんmore-E』を本年9月1日から開始します。

会員サイト『おきでんmore-E』サービス開始

見える化サービス

3

「おきでんＥポイント」を貯める・使う

電気料金や電気使用量、太陽光の売電料金や
売電電力量のグラフ表示、よく似た家庭との
電気使用量比較などエネルギー診断が行えま
す。

9月1日からのサービス開始に先立ち
まずはメールを送るだけ!!『おきでんＥポイント!はじまるよ!キャンペーン』を実施します

(詳しくは別紙２参照)

Ｅね!!
１

情報提供サービス

『おきでんＥポイント』は地域のお店での買
物、プロスポーツチームの応援、社会活動等
の寄付に利用できます。

暮らしに役立つコラムや
地域の情報を掲載

参加型サービス

各種キャンペーンやイベント、
アンケートに参加してポイントゲット!!

Ｅね!!
2

Ｅね!!
4

Ｅね!!
3
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『プレミアム会員』に入会すると

電気料金200円につき『おきでんＥポイント』1ptが付与されます。
(会員種別について詳しくは8~9ページ参照)

『おきでんＥポイント』を貯める‼

4

〇当社から電気を購入するお客さまには『おきでんＥポイント』をプレゼント‼

〇プレミアム会員になると電気料金に連動した『おきでんＥポイント』をプレゼント‼

〇卒FIT※で当社に売電をしているお客さまは、さらにおトクに『おきでんＥポイント』が貯まります!!
※再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取期間の満了を迎えた再エネ設備。

毎月の電気料金で
ポイントを貯める‼

アンケートやイベントに
参加してポイントを貯める‼

プレミアム会員 or スタンダード会員対象

卒FIT ※で売電して
おトクにポイントを貯める!!

(再エネEポイントプラン)

プレミアム会員限定サービス プレミアム会員およびスタンダード会員対象

Ｅね!!
１
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『おきでんＥポイント』は他社ポイントへの交換や
１pt＝１円として寄付などにご利用いただけます。
※サービス開始後、提携先によりポイント交換・利用時期は異なります。

5

地域のお店や金融サービス、交通機関等のポイントと『おきでんEポイント』を交換

地域のスポーツチームを『おきでんEポイント』を使って応援

「おきでんＥポイント」は地域のお店や金融機関等とのポイント交換、地域のプロスポーツチーム
の応援、地域の各種団体への寄付などさまざまな場面で使えます。

『おきでんＥポイント』を使う‼

ポイント提携先は順次拡充していきます。

地域の課題解決・医療サポート・環境活動等に『おきでんEポイント』を使って寄付

サンエー(スーパー) 沖縄銀行(金融機関)
OKICA
(バス・モノレール料金支払い等)

琉球ゴールデンキングス
(バスケットボール)

琉球アスティーダ
(卓球)

ＦＣ琉球
(サッカー)

琉球コラソン
(ハンドボール)

公益財団法人みらいファンド沖縄
(小中高生の部活動遠征費基金)

NPO法人メッシュ・サポート
(医療サポート)

沖縄こども未来プロジェクト
(こどもの貧困対策等)

おきなわアジェンダ21県民会議
(環境保全活動等)

りゅうちゃん子どもの希望募金
(こどもの貧困対策等)

琉球銀行(金融機関)

Ｅね!!
１
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〇プレミアム会員になると、

・電気料金や電気使用量、太陽光の売電料金や売電電力量がグラフでご確認いただけます。

・よく似たご家庭との電気の使い方（使用量）の比較ができます。

・お客さまの電化機器の使い方の分析（機器ごとの使用割合）ができます。

・ご家庭での省エネのコツがご確認いただけます。

見える化サービス

6

電気料金・使用量 よく似たご家庭との比較

Ｅね!!
2
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ホームエネルギー診断 省エネ術

【お客さまに最適な省エネのコツ】

夏はカーテンで日差しをカットする。

窓から日差しが入ると室内が熱せられ、冷房の消費電力が増えます。
カーテンやブラインドを使って日差しをカットすれば、室内へ入る熱を減
らすことができます。

最もご使用ご量が多かったのは“冷房”です。



〇全ての会員の皆さまに暮らしに役立つコラム

や地域の情報を提供いたします。

7

〇プレミアム会員およびスタンダード会員に入会

するとアンケート等に参加してポイントやプレ

ゼントをゲット!!

グルメ
料理

ライフ
スタイル省エネ

アンケート
回答

イベント
参加

懸賞付き
キャンペーン情報発信

ポイント提携先の紹介や整理収納アイディア・
エコアイディア、イベント情報、穴場スポット
紹介などお客さまの暮らしに役立つ情報を提供

していきます。

参加型企画によりポイントや
地域の特産品プレゼントなど魅力あるイベント

を定期的に開催していきます。

様々な
活動紹介
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参加型サービスＥね!!
4

情報提供サービス
Ｅね!!

3



会員
種別

付
与
条
件

内容

実績確認
・電気使用量
・電気料金
・売電実績

よく似た
ご家庭との
電気使用量

使用ｴﾈﾙｷﾞｰ
分析

コラムや
地域のお
得情報

プレミアム会員 ◎
・電気料金※200円に
つき1ポイント付与

・入会時、アンケートの回答や
各種キャンペーン時等に付与

〇 〇 〇 〇

スタンダード会員 〇 ・入会時、アンケートの回答や
各種キャンペーン時等に付与

－ － － 〇

ベーシック会員 － － － － － 〇

会員種別サービスのご紹介

※ポイント付与の対象となる電気料金には、燃料費調整額および消費税等相当額を含み、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。

◎ プレミアム会員になると毎月の電気料金のお支払いでおトクにポイントがもらえる他、暮らしに役立つサービスが
ご利用いただけます！!

8

9月1日以降のプレミアム会員およびスタンダード会員へのご入会時には
電気契約情報（電気番号、電気料金支払者名）が必要になります。ご準備願います。
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◎ ポイントが付与されるプレミアム会員、スタンダート会員になるためには、当社との電気需給契約が必要になります。
◎ 電気料金の支払いに応じてポイントが貯まるプレミアム会員になるためには、対象の料金メニューに加入する必要が
あります。

※1. 2020年9月1日から受付開始します。(料金詳細は、10ページ参照)
※2. 新規の受付は行っておりません。
※3．沖縄本島内市町村および伊江村、伊平屋村、伊是名村、渡嘉敷村、座間味村にお住まいのお客さまが対象になります。
※4．※3以外の離島(市町村)にお住まいのお客さまが対象。

9

会員種別 加入条件 対象料金メニュー 対象エリア

プレミアム会員
・当社と右記の対象料金メニュー
を契約。
・メールアドレスがある

・GVP(グッドバリュープラン)
・従量電灯plus※1

・Eeホームホリデー
・Eeホームフラット
・時間帯別電灯
・深夜電力(低圧供給)※2

・Eeらいふ※2

沖縄本島※3

スタンダード会員
・当社と右記の対象料金メニュー
を契約している。
・メールアドレスがある

・従量電灯 沖縄本島※3

・従量電灯
・Eeらいふ
・時間帯別電灯
・深夜電力(低圧供給)

離島※4

ベーシック会員
当社との電気契約の有無にかかわらず
メールアドレスがあれば登録可能

ー
沖縄本島※3、離島※4

県外

9月1日以降のプレミアム会員およびスタンダード会員のご入会時には
電気契約情報（電気番号、電気料金支払者名）が必要になります。ご準備願います。

ご加入条件のご紹介

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.



※料金単価は、消費税等相当額を含めた税込単価となっています。
※ポイント付与の対象となる電気料金には、燃料費調整額および消費税等相当額を含み、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。

10

単位 料金単価（円）

最低料金 最初の10kWhまで 1契約 402.40

電力量料金

10kWhをこえ120kWhまで 1kWh 22.95

120kWhをこえ300kWhまで 1kWh 28.49

300kWhをこえる部分 1kWh 30.47

◎従量電灯plusのご契約にあたっての主な留意事項
・原則、電気ご使用量のお知らせ(検針票)は発行いたしません。電気ご使用量のお知らせ及び請求金額等については、
お客さまご自身で当社ホームページ内の「電気ご使用実績照会サービス」または「おきでんmore-E」にてご確認いただ
きます。
・検針票(紙)の発行を希望される場合は、書面発行手数料(220円/契約・月)を料金に加算して請求いたします。

新料金メニュー「従量電灯plus」のご紹介

従量電灯plusのお申込みには、事前に「おきでんmore-E」への
ご入会が必要になります。

◎最も多くのお客さまがご契約の従量電灯と同一の料金で、ポイントが貯
まる“おトク”なメニューです！（電気料金200円につき1ポイント）

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.
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加入条件

☑沖縄電力の会員サイト『おきでんmore-E』のプレミアム会員のお客さま。

☑太陽光発電設備の再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取期間満了後、
当社へ余剰電力の売電契約を締結しているお客さま。

◎沖縄電力会員サイト『おきでんmore-E』の開設にあわせて、新プラン『再エネＥポイントプラン』を、2020年9月1

日よりご提供いたします。

◎再生可能エネルギー固定価格買取制度の買取期間が満了した太陽光発電設備をお持ちのお客さまは、おトクに

「おきでんＥポイント」が獲得できます。

プラン内容については
次頁参照

再エネＥポイントプランのお申込みには、事前に「おきでんmore-E」への
ご入会が必要になります。

再エネＥポイントプランのご紹介①

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.
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プラン内容

※2020年度 買取単価（7.7円/kWh）、消費税10％込。

◎沖縄電力による太陽光発電設備からの余剰電力の買取料金※に加え、 『再エネＥポイントプラン』に加入することで、
「おきでんＥポイント」をおトクに獲得できます。

+
電気料金のお支払いでおトク！

電気料金のお支払いにより獲得できる

おきでんＥポイントが ➪３倍に！

太陽光の売電でおトク！

沖縄電力が買取した余剰電力量２kWhにつき、

➪ １おきでんEポイント進呈！

プレミアム会員 プレミアム会員
+再エネEポイントプラン

売電量に応じて

どんどん貯まる！

電気料金

太陽光

💡毎月の売電電力実績の確認も『おきでんmore-E』サイト内
にてご確認いただけます。

200円につき

1ポイント

再エネＥポイントプランのご紹介②

再エネＥポイントプランのお申込みには、事前に「おきでんmore-E」への
ご入会が必要になります。

毎月の電気料金の

お支払いに応じて

さらにポイント獲得！

毎月の売電量に応じて

ポイント獲得！

３倍！
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電気番号に関するお問い合わせ先
沖縄電力株式会社 コールセンター

0120-586-391

※お手数ですが、お電話の際は「電気番号の確認」とお伝えください。

電気ご使用量のお知らせ(検針票)から確認 電気料金振込依頼票(請求書)から確認

9月1日以降のプレミアム会員およびスタンダード会員へのご入会時には
電気契約情報（電気番号、電気料金支払者名）が必要になります。ご準備願います。

電気番号の確認方法
電気番号

電気番号

電気番号

(受付時間)月～金 8:30～17:00
※祝日、振替休日、慰霊の日、旧盆(旧暦7/15)、年末年始(12/29～1/3)を除く
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『おきでんEポイント !はじまるよ!キャンペーン』の実施

令和２年７月７日

別紙2



〇キャンペーン特典
7月7日~8月23日の間に事前申込みのうえ、

9月1日～30日までにプレミアム会員もしくはスタンダード会員に入会した
お客さまには、特典をご用意しております。

『おきでんEポイント !はじまるよ!キャンペーン』
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特典
その①

特典
その②

特典
その③
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１.応募期間
事前受付期間：2020年7月7日(火) ～ 8月23日(日)

特典対象入会期間：2020年9月1日(火) ～ 9月30日(水)

２.応募方法(入会方法)

３.応募対象と条件

･プレミアム会員またはスタンダード会員に入会した方が対象となります。

･特典対象入会期間内に全ての入会手続きを完了する必要があります。

４.当選発表および特典ポイント付与

特典ポイント付与日:2020年10月25日(日)

※当選発表および特典ポイント通知はポイント付与をもって代えさせていただきます。

〇キャンペーン応募要項

『おきでんＥポイント!はじまるよ!キャンペーン』
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事前受付期間 特典対象入会期間

事前受付フォームに
メールアドレスを入力

事前登録したアドレスに届くURL(登録
フォーム)に
・氏名、住所、電話番号
・ログインID、パスワード
・電気番号
など必要事項を入力

STEP02の後、SMSもしくは
ハガキにより通知される
認証コードを入力して
登録完了‼

STEP01 STEP02 STEP03

OK

まずはメールを送るだけ‼
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〇事前申込方法(事前受付専用webページでメールアドレスを登録)

QRコードから

4

『おきでんＥポイント!はじまるよ!キャンペーン』

Eメール・SMSで届くURLから

キャンペーン応募要項・会員サイト利用規約に
同意してメールアドレスを登録

事
前
受
付
申
込
ペ
ー
ジ
へ
移
動

沖縄電力HPから

ｚ
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沖縄電力株式会社 生活営業部

0120-586-391
お手数ですが、お電話の際は

「おきでん会員サイトに関する問合せ」とお伝えください。

『おきでんmore-E』に関するお問い合わせ先

(受付時間)月～金 8:30～17:00
※祝日、振替休日、慰霊の日、旧盆(旧暦7/15)、年末年始(12/29～1/3)を除く
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