共同事業グループニュース

平成２３年５月３０日
２３－２号
（５月号）

○ このニュースは、毎月１回、以下の通り配信されています。
◎ 各都道府県石油組合および北海道・各地方石油組合宛
◎ 共同事業部会各委員および農林漁業部会各委員
○

全石連ホームページに「共同事業 G ニュース」を常時掲載しています。
いつでもカラーで、過去号から最新号まで、ご覧いただけます。
※「全石連」で検索⇒「石油広場 全石連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」⇒
「組合員の皆様へ」⇒「組合員情報」⇒「共同事業 G ﾆｭｰｽ」
※ アドレスは http://www.zensekiren.or.jp/ です。

○ 主な内容は（お役立ち情報満載！）
① 購買事業の「新商品紹介」
、主力商品の基礎知識
② 中型生命等の販売成功例、自家共済、保険の紹介と基礎知識
③ 各種お知らせ
④ 農林漁業 A 重油制度解説～事務手続きのポイント等
などです。
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１． 共同事業年間目標達成状況について～福島、宮城、沖縄がパーフェクト！！
(1)

22 年度も全石連共同事業にご協力、誠にありがとうございました。今後も、少しでも低
廉で良質な商品や共済・保険を組合員の皆様にご提供することを通じて、各組合さんの財
政に貢献できればと考えております。23 年度以降も、皆様の格段のご支援の程宜しくお願
いいたします。
(2) 22 年度の共同事業の年間目標 5 種目（中型生命、SS 総合共済、賠償責任共済、洗車タオ
ル、給油伝票）の主な達成状況は以下の通りです。
① 全５種目達成；３組合（福島、宮城、沖縄）
② ４種目達成 ；２組合（山形、和歌山）
③ ３種目達成 ；８組合；（青森、岩手、新潟、長野、神奈川、奈良、香川、福岡）
以上 13 組合（昨年は 10 組合）が 6 月の総会で表彰となる予定です。ご尽力、心より感
謝いたします。尚、上記１３組合は、来る６月９日の通常総会における表彰式にて表彰対
象となっております。
(3) また、今回、惜しくも表彰対象とならなかった組合さんも、ご協力感謝いたしますとと
もに、23 年度のご奮闘をお祈りいたします。

２．グループニュースの一層の活用を！（過去２年の記事インデックス）
本「共同事業グループニュース」は 21 年７月の発刊以来、約２年が経過しました。共同事
業関係の様々な情報を発信すると共に、皆様のご要望やご意見を可能な限り反映することを
目指して頑張って参りました。今後も、少しでも皆様のお役に立つよう共同事業グループ一
同努力していく所存ですので、一層のご活用と忌憚のないご意見をお寄せください。
ご参考までに、巻末に過去の記事一覧を添付いたしましたので、必要に応じて全石連ホー
ムページ（石油広場・組合員情報）から参照してご活用ください。

３．お知らせ
(1)

受託自動車保険の加入プラン（自己負担額ゼロ）追加のお知らせ
ＳＳ総合共済の加入者向けに斡旋している「ＳＳ受託自動車保険」は皆様のＰＲのお陰
で７８４ＳＳにご加入いただいております。車検代行や引き取り洗車などのサービスを提供
されているＳＳには是非とも加入をお薦めしたい保険商品です。
２２年度は５件の保険金請求事故が発生していますが、現在の加入プランでは自己負担
額（免責額）５万円が設定されているので、賠償額全額が保険金で手当できないことになり、
保険金請求をされた組合員からも補償内容の改善を求める声が寄せられていました。
こうしたことから事故発生時の加入者の金銭負担が不要となるプランの追加を引受保険
会社に申し入れた結果、２３年７月１５日補償開始分から、自己負担０円プランが追加され
ることになりました。新パンフレットと新申込書を別途送付いたしますので、旧版との差替
をお願いいたします。本件に関しては別途事務連絡でご案内いたします。
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(2)

系列グループ保険制度終了の対応（中型生命） その２
前回発行のグループニュースにてお知らせしました通り、元売会社が傘下特約店・販売
店向けに提供している団体定期保険制度が、本年１０月末をもって制度終了となります。
本制度の商品名は「エネオスホーププラン」といい、旧エネオス系の特約店・販売店向
けに提供されている団体定期保険と医療保険が組み合わされた商品とのことです。
このたび、ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社の担当部門から、制度終了後の代替商品の
一つとして、６月より全石連の「中型生命」を案内するとの連絡がありました。
関係組合員企業から中型生命について問い合わせがきた際には、是非「中型生命」への
切り替えをお薦めください。
なお、切り替え手続き等の詳細は、生命保険会社と確定の上別途ご連絡いたします。不
明の点等については、共同事業グループ共済チーム担当者（山崎、佐藤祐子、高橋）宛に遠
慮なくお寄せください。

(3)

中型生命グループ保険の継続案内の発送
中型生命グループ保険は毎年８月１日が加入の更新日となっていますが、例年６月上旬
に更新のご案内に合わせて現在の加入内容（加入者、保険金額、掛金等）をご案内していま
す。
また、現在、中型生命グループ保険加入者用に提供している損害保険商品（交通事故傷
害保険、普通傷害総合保険）は、地震、津波、噴火によるケガは支払対象外（免責）となっ
ていますが、今回の更新日以降から地震、津波、噴火によるケガも支払対象となるプランを
追加することになりました。
更新手続きや新プランの内容等については別途事務連絡によりご案内いたします。

(4)

オリジナル新商品“液晶保護シート”大好評です
４月から販売開始した液晶保護シートは、
５月９日付けぜんせき新聞の差し込みで商品
紹介したところ、直後に一日１０セットペー
スで注文が入り、大変好評いただいています。
この商品は元々、大分県石の加藤副理事長
からセルフＳＳのＰＯＳ外設機タッチパネル
の損傷を防ぐためのシート販売の提案があ
り、当グループにて取引先メーカーと研究、
商品化にこぎつけたものです。そういった意
味で、現場が待望する久々の全石連オリジナ
ル商品が登場したと言えます。
現在のタッチパネルは画面が押された際の圧を感じて（感圧式）反応するものが主流で、
急いでいる給油客などは乱暴に（強く押したり、車のキーなど尖ったものを使って）画面を
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タッチしがちなため、どうしても画面表層部が傷付き易いのがＳＳの悩みでもあります。仮
に損傷が進むと画面が局部的に白くくすみ、光の反射で画面が見づらくなり、最悪パネル交
換となると修理費に数万円かかることから、その未然防止策としてシートを貼ることが非常
に有効なわけです。
シート表面はハードコート処理を施してあり、高い表面硬度によりパネルをがっちりガ
ードする上に、吸着面は粘着剤不使用のシリコン素材で、はがしても跡が残らないため、貼
り直しも可能であるなど優れた商品特性を持っています。また、Ａ４サイズのフリーカット
タイプ（３種類の画面サイズ型見本付）のため汎用性に富み、他にもカーナビ、スマートフ
ォンの画面などにも対応しますので、無駄なく使用できるところも見逃せません。
組合員価格は７，６００円（１セット 10 枚入り＝１枚あたり７６０円）と、同等商品の
ネット通販価格（１枚１，０００円前後）と比べても、間違いなく価格優位性で勝っていま
す。
ＳＳの大切な資産を保護し、不要な出費発生を抑える液晶保護シートを組合員さんへ自信
をもってお奨め下さい。
シートをきれいに張るためのポイント
①画面の汚れ、ホコリをきれいにふき取る
②画面サイズに合せてカットしたシート角の吸着面の薄いフィルムを少しはがし、画
面の角に合わせて、画面との間の空気を押し出しながらフィルムを徐々にはがして
貼り付けていく
④気泡が目立つようであれば、その箇所まではがして②の作業を繰り返す（気泡は多
少残っても、タッチパネル使用には影響ありません）
（5）商品ラインナップの動向
共同事業取り扱い商品は時代の変化とともに、その都度、商品ラインナップを見直し、組
合員ニーズに応えてきました。
これからも、組合員にとって本当に役に立ち、リーズナブルな価格での商品提供を心がけ
ていきます。また、今回の液晶保護シートのように、組合員さんからの「こんな商品はない
の」、「他社製品より安く入らないか」等のご意見をいただければ、それを取り込んで、商品
化、価格交渉に活かしていきたいと考えています。
組合員さんからの生の声を遠慮なくお聞かせ下さい。
最近の新商品
２００８年 輸入ロール紙
０９年 ①キッチンママ ②手のひらサイズ１６０匁

③マイクロファイバータオル

１０年 ①マイクロファイバービック ②自己学習用ＨＶ研修ＤＶＤ

③ＨＶ安全セット

④サービスタオル
１１年 ①液晶保護シート ②ＬＥＤキャノピー・フィールド灯 ③ハンドソープ
④洗車機用洗剤 ⑤販売用マイクロファイバータオル
９月～（予定） ①緊急用発電 ②緊急用燃料ポンプ（手回し式・足こぎ式）
※灯油ストーブの販売実施（全石連はメーカー紹介にて支援）
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最近の廃止商品
シリコンワイパー、バッテリー保護回復剤「カーボマックス」、盗難警報器「オートポリス」
、消火器
「ファイアーキラー」、ドライカークリーナー 等

(6)

「May I Help You 2010 保存版」 価格表 vol.16－4 出来ました
6 月 1 日のタオル値上げに伴いまして、「May I Help You 2010 保存版」の価格表の修正
版を作成しました（vol.16－4）。ご入用の方は必要部数を資材までお知らせ下さい。また、
６月１日より 全石連 HP：石油広場 からもダウンロード（PDF）できます。

(7)

手のひらサイズ 160 匁タオル 白・黄色限定 特別価格 および 値上価格決定
６月１日より、手のひらサイズ１６０匁（商品ｺｰﾄﾞ：689）を白・黄色限定で、下記特価
（通常の３円引き）にて特別販売をいたします。メーカー在庫がなくなり次第、特別販売を
終了するとともに、再入荷分は、下表の値上後単価（色の値差はなくなります）が適用 さ
れますので、これを機に、ぜひ廉価版タオルをお薦めいただければと思います（青・ピンク
色に関しましては、通常価格ですので、ご注意ください）。
なお、青・ピンク色の在庫は残り僅かとなっております。同様に各色メーカー在庫がな
くなり次第、下表：値上後単価が適用されますので、お早目のご注文をお薦めいたします。
また、今後手のひらサイズ１６０匁は順次「タグなし」となります。ご了承の程、宜し
くお願いいたします。

品

名

商品
ｺｰﾄﾞ

160 匁
手のひらｻｲｽﾞ
（宮入商事）

689

組合員単価（円/枚）
数

量

6/1～
特価

現行単価

値上後

青・ピンク 300 枚以下

50

50

70

白・黄色 300 枚以下

47

50

70

青・ピンク 360 枚～540 枚

49

49

69

白・黄色 360 枚～540 枚

46

49

69

青・ピンク 600 枚以上

48

48

68

白・黄色 600 枚以上

45

48

68

(8)

カーウォッシュタオル 青色 現行価格の在庫無くなりました
カーウォッシュタオル（商品ｺｰﾄﾞ：730）の青色在庫がなくなりました。4 月号（23－1
号）でもお知らせしたとおり、青色再入荷の際には、下記値上後の価格が適用されますので、
ご了承の程、宜しくお願いいたします。再入荷は６月７～８日頃を予定しております。皆様
にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願いいたします。
なお、白・ピンク・黄色に関しましては、メーカー在庫がある限り、現行単価でお求め
いただけます。
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品

名

商品
コード

カーウォッシュタオル
180 匁
（大竹）

730

数

量

組合員単価(円／枚)
現行単価

値上後

120 枚

70

89

180 枚～300 枚

69

88

360 枚以上

67

87

600 枚以上

66

86

(9)

タオル専用チラシができました
綿花の高騰以来、値上げが続いているタオルですが、なん
とか他社よりもお求め安いお値段での提供に尽力しております。
そこで、今一度全石連のタオルをアピールしていただきたく
タオル専用のチラシを作成しました（右図）。
是非組合員の方々にお配りしていただければと思います。
ご入用の際は、資材まで必要部数をお知らせ下さい。
A－４判（カラー）チラシとなります。

(10) トナー PR-L2300-12（汎用品）の表記に誤りがありました
共同事業インフォメーション春・夏号に掲載している
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ PR-L2300-12（NEC）の表記に一部誤りがありましたので、訂正いたします。
汎用品の型式は「PR-L2300」で、印字枚
数も 10,000 枚となります。お手数ではござい
ますが、ご注文・ご質問を受けられた際には、
訂正くださいますようお願いいたします。
なお、「May I Help You」の修正版価格表（vol.16-4）は訂正しています。

４．商品基礎知識
(1)

ＬＥＤとは… その１
ＬＥＤは、電気を通すことで光を放つ半導体のことを指します。日本語では「発光ダイオ
ード」と表現されますが、英語では「Light Emitting Diode」という表記になり、頭文字を
取ってＬＥＤと呼ばれています。
照明用途としてＬＥＤが注目されている最大の要因は、白熱電球・蛍光灯・高輝度放電灯
（水銀灯・ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ・高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ）と比べて消費電力が非常に少ないという点です。
また、寿命が非常に長いという点も特徴のひとつです。ＬＥＤはもともと故障しづらい上
に、理論上発光素子自体は、ほとんど劣化しませんので、ほぼ永久的に利用できます。実際
には、発光素子を保護する樹脂や電極部分の劣化が要因で、一定の期間で使用できなくなり
ますが 4 万時間から 6 万時間と長寿命であるため、低消費電力で電気代が抑えられるだけで
なく、交換のコスト、手間も大幅に低減できます。
様々な製品でＬＥＤが利用されるようになったのは、青色ＬＥＤを量産する技術が確立さ
れたからです。赤色ＬＥＤや黄緑色ＬＥＤは昔から存在していましたが、緑と青は量産が非
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常に困難でした。しかし、青色ＬＥＤの量産の成功で、その技術をベースに緑色ＬＥＤの量
産も可能になりました。
これにより、赤・緑・青の、いわゆる“光の三原色”を利用して、それぞれの光の強さを
調節して自由に色を表現できるようになったのです。
そして、青色ＬＥＤの登場によって、もうひとつ重要なＬＥＤが登場することになりまし
た。それは、青色ＬＥＤに色の付いた透明の「蛍光体」という素材を組み合わせることで、
光の色を白くする「白色ＬＥＤ」です。照明として利用
するには白色に発光する光源が不可欠ですから、白色Ｌ
ＥＤの登場によって、ＬＥＤを照明器具に応用できるよ
うになりました。

ＬＥＤの特長

（2）直管形ＬＥＤランプ規格について
2010 年 10 月に日本電球工業会が「Ｌ型ピン口金 GX16t-5 口金付直管形ＬＥＤランプシス
テム（一般照明用）」の規格（JEL801）を制定したことにより、東芝ライテックとパナソニ
ックグループが新規格に準拠した製品を相次ぎ発売しました。この規格は、直管形ＬＥＤ
ランプのために開発された新形口金の採用により、誤挿入や落下、感電などのトラブルを
防ぐためのものです。
一方、三菱電機オスラムは既存の直管形蛍光灯の G13 口金で使える製品を独自に開発し、
同方式の規格化を工業会に提案中です。したがって、第 2、第 3 の規格が制定された場合、
利用者はそれぞれの特徴を把握し、用途に応じて使い分けることが重要になるようです。
東芝ライテックとパナソニックグループの取り付け方法は基本的に同じです。既存蛍光
灯器具から直管形ＬＥＤ器具へのリニューアル方法については以下のとおりです。
①器具交換：器具ごと交換になり、交換時間は一番短いですが廃材は一番多いです。
②クイックアップ交換：既存の照明器具本体をそのまま使い安定器ユニットと反射板の交換
を行います。交換時間は２番目に短時間ですが安定器・反射板の廃
材がでます。
③安定器ユニット交換：同一メーカーであれば、既存の照明器具をそのまま使います。電源
ユニットとソケット交換は、時間は多少かかりますが、廃材は一番
少ないです。
※器具によっては取り付けられない器具もありますので、既設器具への適合確認が必ず必要
です。
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アース端子側のソケットと口金

給電端子側のソケットと口金

(3)

安定器ユニット

地震保険について

このたびの震災において被害に遭われました皆様に謹んで心からお見舞い申し上げま
す。全石連の保険代理店である小社 ㈱ゼンセキでご加入のお客様でも震災により被害を
受けられ、既に保険金を保険会社よりお渡しして、新たな一歩のお役に立てていただいて
いる方もいらっしゃいます。
そこで、今回はまだ地震保険にお入りでない方、または、ご検討中の方に地震保険につ
いてのご案内です。以下に財務省ＨＰより抜粋してご紹介します。また、社団法人日本損
害保険協会のＨＰでも保険料の試算等も出来ますので、ご利用下さい。
http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jishin/index.html
http://www.sonpo.or.jp/archive/publish/sonpo/pdf/0010/jishin2011.pdf

１． 地震保険の概要
・地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による
損害を補償する地震災害専用の保険です。
・地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
・火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償され
ません。
・地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となり
ます。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、
契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
・地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負
う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っていま
す。
２．地震保険の補償内容
・居住の用に供する建物および家財（生活用動産）。工場、事務所専用の建物など住居として
使用されない建物、１個または１組の価額が 30 万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、 有
価証券（小切手、株券、商品券等）、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は対象外となり

ます。

・火災保険の保険金額の 30％～50％の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。
ただし、建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が限度です。
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３．保険金の支払
以下の損害が発生した場合にそれぞれの損害の程度に応じた保険金が支払われます。
建物・家財
全損

ご契約金額の１００％（時価が限度）

半損

ご契約金額の５０％（時価の５０％が限度）

一部損

ご契約金額の５％（時価の５％が限度）

４．損害の認定基準
建物の基準
全損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時
価の 50％以上である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その
建物の延床面積の 70％以上である損害

半損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時
価の 20％以上 50％未満である損害、または焼失もしくは流失した部分の床面
積が、その建物の延床面積の 20％以上 70％未満である損害

一部損

地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時
価の 3％以上 20％未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より
45cm をこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

家財の基準
全損

地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の 80％以上である損害

半損

地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の 30％以上 80％未満であ
る損害

一部損

地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の 10％以上 30％未満であ
る損害

○ 保険金をお支払いできない主な場合
・

故意もしくは重大な過失または法令違反による損害

・

地震の発生日から 10 日以上経過後に生じた損害

・

戦争、内乱などによる損害

・ 地震等の際の紛失・盗難の場合

ご加入の際は、どうぞ全石連の保険代理店である㈱ゼンセキにご相談下さい。
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○

農林漁業コーナー

２２年度実績（暫定）
平成２３年度の農林漁業用Ａ重油の確認実績が暫定ながらまとまりました。

無税重油
無税重油の輸入業者による輸入数量は
約８万２千キロ㍑で２２年度比３０９％
となりました。
無税重油の輸入が増えたことにより、取
り扱われる登録業者も増え、同時に取り扱
い組合も増えますので、関係組合では実績
報告や購入証明書の取りまとめ、また用途
確認など遺漏なきようお願いいたします。

国産Ａ重油
国産Ａ重油の確認数量は約７６万８千
キロ㍑で２２年度比９８．９％とほぼ横ば
いの数字（暫定）となりました。
追加分も受け付けていますので、今後若
干の増加があることと思われます。下欄に記載したように国内のＡ重油の販売数量が大
きく減っている中で、ほぼ昨年と同様の実績を残せたことは登録業者の皆様と組合各位
に感謝いたします。
２３年度も少しでも確認数量の増加を目指し、取りこぼし等の無いようよろしくお
願いいたします。
なお、無税重油・国産Ａ重油とも法令順守の立場から、くれぐれも用途の的確な適用を
お願いします。

２０１０（平成２２）年度 石油製品需給概要
先般資源エネルギー庁が公表した石油製品需給概要（月報の累計）によると、国内のＡ
重油の総販売数量は対前年比▲４．０％の１５，４０４千キロ㍑となりました。
２０年度は 17,891 千キロ㍑、２１年度は 16,043 千キロ㍑そして２２年度 15,404 千キ
ロ㍑と年々大きく減っており、需要の減少傾向が続いています。
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記事インデックス
２１年度

資材

1号

輸入ロール紙、キッチンママ

21/7

ロール紙裏面広告成功例

2号

カタログ発送、折り込みチラシ

21/8

キッチンママ、ワイパー

３号

ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰタオル、安全靴

21/9
４号

ジャガード織タオル

保険・共済

商品基礎知識・その他※

中型生命成功例（沖縄）

SS 土壌浄化保険加入前検査業者拡大

洗車タオル

21/11
６号
21/12

用途 Q&A もやし栽培

※折り込みちらし、カタログ改訂版
中型生命成功例（静岡）

SS 総合共済、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ

用途 Q&A 花栽培

SS 土壌浄化保険加入前検査業者拡大

※秋季ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｽﾀｰﾄ、RM 研修

確認手続きポイント

中型生命加入促進依頼

ジャガードタオル、SS 土壌浄化保険

用途 Q&A チーズ・バター製造

※秋季ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ協力依頼

税制改正要望

21/10
５号

農林

品質管理表示板、認定店表示板

中型生命成功例（茨城、三重）

封筒

事務委託費仮交付（上期）

ﾌﾞﾚｰｶｰまがい品注意、輸入ﾛｰﾙ紙

SS 総合共済代車費用共済金拡大

SS 受託自動車保険

総括表記入注意（販売業者名）

中型生命成功例（佐賀）

ﾛｰﾙ紙、施設賠償保険～事故例

用途 Q&A 畜産飼料

※秋季ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ結果速報

確認手続きポイント

SS 受託自動車～事故例

A 重油税制度延長決定

※年間目標達成依頼

確認手続きポイント

※共同事業の動き

用途 Q&A 畜ふん等肥料乾燥

※２１年度 RM 研修終了

水産庁燃油助成制度実施他

注文記入漏れ注意、ﾀｵﾙ一部販売停止
贈答用タオル、ｷｯﾁﾝﾏﾏ
認定店表示板改訂

７号

マイクロファイバータオル

22/1

商品カタログ・価格表のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載

８号

ロール紙印刷

22/2

ﾏｲｸﾛﾀﾞｽﾀｰﾊﾞｽﾀｵﾙ価格表

９号

千葉県販売促進成功例

中型生命成功例（勉強会）

蛍光灯型番号

用途 Q&A 農業学校・試験場

22/3

HV 教材、注文時の留意事項

保険法と自家共済

※２１年度総括

水産庁が燃油助成事業説明会

２２年度
1号

中型生命・交傷加入手続き、控除証明

SS 土壌浄化保険メリット

資材

保険・共済

HV 自動車研修 CD

中型生命キャンペーン協力依頼

伝票・封筒社名ロゴ注意（JX 対応）

SS 受託自動車お薦め依頼

2号

HV 自動車研修 CD、VLCーHID 照明

中型生命成功例（解約防衛）

22/6

タオル値上げ情勢、サービスタオル発売

自オム委託費送金短縮化

22/4･5

商品基礎知識・その他※

農林
用途 Q&A 都道府県所有の船

※共同事業協力依頼

燃油助成事業締切
担当者交代お知らせ

※優秀組合紹介（沖縄）
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燃油助成事業締切

３号

安全ﾍﾞｰｼｯｸｾｯﾄ、ゴミ袋

中型生命に損保商品追加

用途 Q&A 運搬船

FRP ﾗｲﾆﾝｸﾞ施行、ﾋﾞﾃﾞｵｽｺｰﾌﾟ診断

手引き改訂版（中型生命、SS 土壌浄化）

第一四半期原油価格（燃油助成）

22/7

タオル値上げ？ｻｰﾋﾞｽﾀｵﾙ発売

※優秀組合紹介（山形）

４号

ロール紙裏面広告実例

SS 総合共済継続案内

蓄熱式暖房機、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ値下げ

中型生命保障内容ご案内

燃油助成事業締切（２回目）
※共同事業秋季キャンペーン

22/8

タオル値上げ情勢

５号

ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾋﾞｯｸ、贈答用タオル

中型生命秋季ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｽﾀｰﾄ

22/9

カートリッジ、カタログ～石油広場掲載

SS ﾏﾈｰｶﾞｰﾄﾞ、SS 総合共済継続手続き

６号

タオル価格動向、灯油缶カバー

中型生命配当金お知らせ

HV 自習 CD

SS 総合共済賠償交渉ｻｰﾋﾞｽ

タオル価格動向

中型生命成功例（島根）

22/10
７号
22/１１
８号
22/12

確認手続きポイント

※優秀組合紹介（福島）
燃油助成事業締切
※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ取組状況報告

燃油助成事業 23 年度申込手続き
※ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中間報告、取組状況報告

確認手続きポイント
用途 Q&A 茶葉乾燥

安価ロール紙ご注意、洗車機洗剤
石油スト－ブ、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ

確認手続きポイント

確認手数料確保のお願い
SS 土壌浄化保険

制度延長

タオル値上げ；23/２～

※資材キャンペーン速報

確認手数料確保のお願い

９号

石油ｽﾄ-ﾌﾞﾒｰｶｰ連絡先、ﾄﾅｰ値下げ

SS マネーガード保険ご注意

※中型生命キャンペーン速報

23/１

HV 自習 CD ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ、小宮山注文締日

SS 総合共済賠償交渉ｻｰﾋﾞｽ利用状況

※共同事業販売促進用ｸﾘｱﾌｧｲﾙ

確認手続きポイント

１０号

液晶保護ｼｰﾄ、ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ、洗車機洗剤

※年間目標達成依頼

国 A 総括表 JX 表記について

ﾊﾞｽﾀｵﾙ等値上げ、ﾘｻｲｸﾙﾄﾅｰ、
23/２

確認手続きポイント
石油ｽト-ﾌﾞﾒｰｶｰ連絡先２、LED、価格表

１１号

震災後の共同事業取扱商品；資材関係

23/３

ﾊﾞｽﾀｵﾙ等値上げ 23/4～、トナー広告

２３年度

資材

同左；自家共催・保険関係

保険・共済

1号

洗車タオル値上げ動向

SS 土壌浄化保険更新案内発送

23/4

節電商品（LED、ﾌﾞﾚｰｶ-）、ｶｰﾘ-ｽ

中型生命（元売系列からの乗り換え）

※被災地お見舞

制度継続（つなぎ法案）について

※折り込みチラシ５/９号

燃油助成事業申込手続き期限延長

商品基礎知識・その他※

ぜんせき折込ちらし 5/9
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農林

