共同事業グループニュース

平成２３年８月３１日
２３−５号
（８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
②
③
④

購買事業の「新商品紹介」、主力商品の基礎知識
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
各種お知らせ
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。

（目

次）

１．中型生命〜エネオスホーププランからの移行加入が実現！！
２．中型生命〜キャンペーン開始！！
３． お知らせ
(1) 新商品紹介〜油外収益 UP、節電対策〜
(2) HV 研修 CD をキャンペーン特価で提供します
(3) ぜんせき新聞に共同事業チラシ差込みます
(4) ＳＳ総合共済の満期案内を発送します〜受託自動車保険への加入をお忘れなく〜
(5) 共済掛金等の振替口座の変更手続について

○

農林漁業コーナー
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１．中型生命〜エネオスホーププランからの移行加入実現！！
エネオスホーププランの加入企業に関する情報提供がされないという状況の中、組合独自
の取り組みとして旧エネオス系の組合員さん宛に中型生命のＰＲ文書を発送することを計画
している組合さんがあります。８月２３日付けでお送りしたホーププランに関する事務連絡
に中型生命の紹介文書のひな形を添付してありますので、旧エネオス系の組合員さんへのア
プローチに活用してください。
前月ご報告しました山形県に続き、鳥取県、島根県でもホーププランからの移行加入を受
けることができました。

２．中型生命〜キャンペーン開始！！（９月１日〜１２月２６日）
中型生命グループ保険の継続条件は、２３年度から加入者１万人基準から加入率基準に変
更されることになりましたが、２３年度は所定の基準を満たし制度継続の手続きが完了しま
した。
従来、春期と秋期に行っていたキャンペーンは、２３年度から秋期に一本化して９月１日
から１２月２６日の期間で行なうことになりました。新規加入２５名（岩手県、福島県、宮
城県、茨城県は２０名）が目標となっていますので、皆様のご協力をお願い致します。

３．お知らせ
(1)
新商品紹介〜油外収益 UP、節電対策〜
①鉄粉除去剤「Ｆe カッター」#612 組合員価格２６，４００円/20L
キャンペーン期間中購入の組合員さんに…液剤の噴霧などに便利な洗浄用ポンプスプレー1L 用を
1 個（￥2300）をもれなくプレゼント！

〜ＳＳにおけるポリマーコーティングの付加価値として〜
コーティング専門店などでは、オプションメニューに「鉄粉除去」が提供されることが一般
的です。
ＳＳでの手掛けポリマーコーティングや門型洗車機によるポリマーコーティングでは、まだ
鉄粉除去メニューは一般的ではありませんが、付加価値として鉄粉除去をセットメニューにし
ているＳＳの販売が好調に推移しています。
鉄粉除去剤を使用することで、ボディ表面の肌触りが良くなりユーザーの満足度が向上しま
す。また、粘土タイプの鉄粉取り剤の使用に比べ作業者の負担軽減と作業効率の改善が図られ、
他店との差別化にも役立ちます。
本品はボディを中心にホイール等にも使用でき、１台につき平均 300ml を使用するため、
約 66 台/20L 施工できます。ホイール 4 本のみでは平均 80ml の使用で十分です。
ボディに触れたときにザラザラを感じたことはありませんか？
原因は走行中・駐車中にボディに降りかかる鉄粉です。
コーティング施工前に鉄粉取りを実施すると、コーティングとの相乗効果で、
ボディに新車のスベリとツヤが甦ります
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（販売事例）

②自動車故障診断機「コードリーダー」#614
車の電装化の進展により制御システムは世界標準となり、故障箇所の判別や故障診断はさ
らに困難となってきています。車の専用コネクター（2008 年以降に製造されている車に設置）
に接続するだけで、簡単に素早く故障箇所を発見できる「コードリーダー」は顧客確保の観
点から注目されています。
製品名

TPM1000+TPM1000PR（青）

3250JP（赤）

製造メーカー

ツールプラネット（日本製）

イノーバ（アメリカ製）

組合員価格

98,800 円

67,800 円

メーカー保証 1 年

保

証

メーカー保証 1 年

ソフト更新料をお支払いいただいた場合
ﾒｰｶｰ保証が 1 年間延長されます。

データ更新料

6,300 円/年間

無料

初年度無料、2 年目以降年間 6,300 円（税込）

但し、新機能を追加する場合は有料

●エンジンミッション・ABS エアーバックの故障

●エンジンミッション・ABS エアーバックの故障

コード読み取り消去が可能です。

コード読み取り消去が可能です。

●携帯型ﾌﾟﾘﾝﾀｰがｾｯﾄされているので故障結果をお

商品特長

使用用途

客様の目の前で提示できます。

●診断結果をﾊﾟｿｺﾝで読み込み印刷できます。

●ﾌﾟﾘｳｽを始めとするﾄﾖﾀのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の整備移行

●故障ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽで車両・車種ごとの故障箇所と不具

モード操作が可能です。

合・故障箇所を検索することができます。

●ｿﾌﾄ維持費（6,300 円/年間)をお支払いいただくと

●液晶画面が大きく、非常に見やすい。

本体保証も 1 年継続されます。

●輸入車に対する診断に強い。

●ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の整備点検に力を入れたい SS

●輸入車の取り扱いが多い SS

●お客様にｱﾋﾟｰﾙすることで、車検点検等の油外販

●お客様にｱﾋﾟｰﾙするよりも、経済性を重視したい

売を強化したい SS

SS

●ｱﾙﾊﾞｲﾄや経験の浅いスタッフにも使用させたい

●ﾊﾟｿｺﾝの取り扱いに慣れており、ﾊﾟｿｺﾝを使用し顧

SS

客管理をしたい SS

外観写真
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③ブレーキ＆パーツクリーナー（速乾タイプ）#613
組合員価格７，５６０円/ケース（＠２５２×３０本）
自動車やオートバイの整備作業において欠かせないのが「ブレー
キ＆パーツクリーナー」です。金属部分の表面洗浄及び自動車用デ
ィスク・ドラムブレーキ部の洗浄など様々なパーツ類の汚れ落とし
に使えるその使い勝手の良さはメカニックの方ならよくご存知か
と思われますが、限られた容量でいかに素早く汚れを落とせるかが
ポイントです。本品は、少量でも十分に汚れを落とすことが可能な
上、速乾タイプなので洗浄性と経済性を見事に両立しています。

④油膜取りクリーナー＃611 組合員価格１２，０００円/ケース（＠600×20 本）
窓ガラス、ステンレス、事務設備、ドアノブ、ＯＡ機器など対象面に拭きあとが残りにくく、
油膜・手垢やホコリなどの汚れを落とします。アルコール、カラシ抽出物やポリフェノールに
よる成分で油膜取り・除菌・消臭・防カビ効果を発揮し清潔に保ちます。
安全性の高い食品由来成分を使用した油膜取りクリーナーです。
⑤緊急警報ラジオ＃863（地震警報装置） 組合員価格２２，０００円/台
受信安定性のあるＦＭラジオ放送の緊急地震速報・緊急津波警報放送を検出し、スリープ状
態から自動的に起動し、大音量で放送内容を伝えます。
電池駆動により、停電にも対応が可能。また、白色ＬＥＤを備えており、懐中電灯代わりと
してもご使用できます。
安全・安心、取扱が簡単でパーソナルユースに最適な防災用品です。
⑥遮熱フィルム＃862 組合員価格７，０００円/㎡（カット代・送料別１１，０００円）
この夏の電力不足によって、節電対策に苦慮したＳＳも多いことでしょう。このフィルムは
ガラス内面に貼ることで窓から侵入する太陽熱エネルギーを大幅にカットし、エアコン設定温
度を下げ過ぎることを防ぎます。また、寒い時期は窓からも暖気放熱を抑えるため、年間を通
して節電対策とコスト削減に効果を発揮します。
貼り付け工事を業者に頼まれる場合は、事前に見積もりを行いますので、遠慮なくお申し出
下さい。なお、一部貼り付けができないガラス（網入りガラスなど熱膨張でヒビが入る可能性
のあるもの）がございますので予めご容赦下さい。
⑦防寒ウェア
ミズノ社の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を使った防寒ウェアを限定販売します。
アンダーウェアは男性用 M・L・LL サイズでシャツ、タイツを揃え、他に靴下、ネックウォ
ーマーなど寒冷地ＳＳでフル活躍する商品です。数に限りがございますので、ご注文はお早
めにお願いいたします。
数量はウェアが色・サイズ毎に 15〜50 着、ソックス 180、ネックウォーマー140、イヤーウ
ォーマー30 となっています。
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(2) HV 研修 CD をキャンペーン特価で提供します
ハイブリッド車の基礎知識を分かりやすく解説した自己学習用ＣＤ「ｅTOOLＢＯＸ Ｐｌ
ｕｓ」を９月〜１１月の期間限定で、キャンペーン特価として、組合員特価から更に１万円引
きの１９，８００円（税別）で提供します。このＣＤ１枚にハイブリッド車の概要から日常
メンテナンス、関係法令まで収録されていますので、この機会に社内研修用の教材としてご購
入を検討されてはいかがでしょうか。
(3) ぜんせき新聞に共同事業チラシを差込みます
９月５日付ぜんせき新聞に「共同事業インフォメーション（秋冬号）」を差し込みます。
キャンペーンの重点商品であるロール紙、洗車タオルの他、新規商品などの共同事業商品を
組合員さんにダイレクトにＰＲしたいと考えています。各組合におかれましても、カタログ「Ｍ
ａｙ Ｉ Ｈｅｌｐ ｙｏｕ？」と合わせて組合員さんへの商品宣伝をよろしくお願いします。
なお、インフォメーションのコピー（Ａ３縮小版）を希望される組合さんは、共同事業Ｇ
資材チームまでＦＡＸにて必要部数をお申し付け下さい。
(4)ＳＳ総合共済の満期案内を発送します〜受託自動車保険への加入をお忘れなく〜
ＳＳ総合共済、ＳＳマネーガードの満期を１１月１５日に迎えることを受け、満期案内を
９月９日に発送する予定です。
今回はＳＳ総合共済の補償額を増額する保険商品ならびに受託自動車保険への加入依頼
書を同封いたします。
本件に関する事務連絡を満期案内の発送に併せて別途発信しますので、ご確認ください。
(5)

共済掛金等の振替口座の変更手続について
自家共済種目の掛金、斡旋保険商品の保険料は、収納会社（日本システム収納株式会社）
により口座振替を行っていますが、振替口座の変更手続きの受付窓口は種目によって全石
連扱い、大同生命扱いに分かれています。
会社の取引銀行を変更するので、組合に中型生命の掛金の変更手続きを依頼された組合員
さんから、
「組合に口座変更の手続きを依頼すれば、全ての口座の変更手続きが手配される
ものと思っていた。」というクレームが寄せられました。この組合員さんが自家共済にも加
入されていたことがわかり、本会から自家共済での口座変更手続きをお願いしたことに対
するクレームでした。
こうしたクレームを防ぐために、組合員さんから振替口座変更の連絡を受けた場合、本会
にご連絡ください。当該組合員さんの加入している種目を調べたうえで必要な口座変更の
手続きを手配いたします。
全石連扱い

大同生命扱い

ＳＳ総合共済、賠償責任共済、
中型生命、経営者生命、経営者年金
中型生命用損害保険、受託自動車保険ほ
か損害保険商品、新医療保険
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国産Ａ重油

新総括表作成支援システムについて

総括表作成支援システムがまもなく更新され、国産Ａ重油総括表作成支援システム Ver.3 と
なります。
近日中に「石油広場」からダウンロードできる予定です。ダウンロードできるようになりま
したら改めて本会より組合宛に連絡しますので、その際には支援システムを利用されている組
合員さんへの周知をお願いいたします。
新システムは Windows７や元売名称の変更に対応し、空白行を挿入してしまうと支援シス
テム上では空白行が表示されていないのに、印刷時に空白行が印刷され総括表の枚数が増えて
しまう不具合を Ver.3 で修正しましたので、該当される組合員さんにはぜひ新しい支援システ
ムをご利用いただくよう周知方お願いします。
また、これを機にまだ支援システムを利用されていない組合員さんにも、インターネットに
接続されたパソコン（Windows）があれば間単にダウンロードして使用することが出来ますの
で、支援システムの利用をお勧めください。
新支援システムの主な変更点
・ Windows７に対応
・ ＪＸ日鉱日石エネルギー社の社名変更に対応
・ 空白行により枚数が増えてしまうバグに対応

等

国Ａ総括表の提出について
以前にもお願いしておりますが、農林漁業関係購入証明書等の提出について、最近遅れが多
く見られます。以下の点について再度確認をお願いします。

国産Ａ重油

総括表

・ 当月分を翌月末日までに本会宛提出
・ 例 ８月分は９月３０日までに全石連宛提出となります。
→揃わない分があっても集まっている分を速やかに提出
→揃わない分は後日、提出

【注目】
国産Ａ重油総括表において追加提出（月を遅れての提出）が目立ちます。追加での提出も期
限内であれば受け付けていますが、できるだけ当該月に提出するようお願いします。
特に普段から提出されている登録業者さんから提出が無い場合は、電話等で確認･督促をす
るようお願いします。
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