共同事業グループニュース

平成２４年５月３１日
２４－２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．新聞折り込み「共同事業インフォメーション（修正版）」活用お願いします！
各地組合の総代会もほぼ終わり、組合員さんへ書類等の送付機会もあるかと思います。
4 月にぜんせき新聞に折込みました「共同事業インフォメーション春号」の修正版（封筒・
トナー価格を修正）を A３サイズ（二つ折り）に印刷したチラシをご用意しておりますので、
ぜひご同封いただき、斡旋品の周知をしていただきますようお願いいたします。必要部数を
共同事業 G 資材チームにご連絡いただければ、組合宛送付いたします。

２．中型生命グループ保険のＰＲのお願い
２３年１０月末に旧エネオス系の特約店･販売店向けに提供されていた団体的保険商品「エ
ネオスホーププラン」が終了し、約 400 社、3,000 名余りの加入者の中から中型生命への移
行加入が想定されていました（２３年４月号でお知らせ）。
しかしながら、２３年度内では５社、４０名弱の加入実績という結果に終わりました。
個人情報保護法との関係もあって、ホーププラン既存加入者に関する情報入手はできませ
んので、結果的にターゲットを絞って積極的な加入促進ができなかったことが主因であった
と考えます。
同プランを社員の福利厚生制度として利用していた組合員さんが存在していたことは間違
いありませんので、旧エネオス系の組合員さんを対象に中型生命のＰＲを、折を見て実施し
て下さいますよう改めてお願いいたします。

３．お知らせ
(1)

新商品のご案内
先般５月１１日の共同事業部会において、次の商品を新たに斡旋することで承認されま
した。斡旋開始日は６月１日を予定しています。
周知用チラシをご希望の組合さんは、必要部数コピーをお送りしますので、当グループ
までお申し付け下さい。
①デジタルトルクアダプター
（特徴・用途）
・手持ちのレンチに装着して使用できるトクアダプター
・デジタルにて設定したトルクで正確・高精度な締め付
けが可能で、音とＬＥＤランプ警告による締めすぎ防
止機能付加
・差込角、計測トルクの違う４タイプ
（差込角＝1/4・3/8・1/2・3/4）
・軽量かつコンパクトサイズで扱い易い
※レンチは付属品ではありません
（例：1/4＝75mm×45mm×45mm・180g）
・既存の工具がそのまま使えるため、デジタルトルクレンチ購入に比べてコスト安。
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（斡旋価格）

※送料込（沖縄・離島除く）

商品名

組合員価格（円）
8,500

デジタルトルクアダプター

②携帯トイレ
（特徴・用途）
・セット内容は処理剤、ビニール袋、ポケットティッ
シュが４回分とポンチョ、型紙が各１。
・処理剤が 大小便を包み込むように固め、化学反応に
より殺菌するため、悪臭やガスの発生がない。災害後
のごみ収集再開までの間、臭いを気にすることなく保
管可能。
・ＳＳ常備によって、災害用緊急トイレとして活用でき セット１式（左上から右回りに薬剤、ビ
ニール袋各４、ポンチョ、ポケットティ
る他、渋滞時の携帯トイレとして一般販売も見込める。ッシュ、型紙）
（斡旋価格）
商品名

組合員価格（円）

携帯用トイレ「ほっ！トイレ」

19,000

20 セット／箱

※ 送料込（沖縄・離島除く）

③緊急時用防災毛布
（特徴・用途）
・出荷時はコンパクトに真空圧縮されており、備蓄用と
して保管場所の心配が不要。（圧縮時：26cm×28cm×
厚さ 3.5cm 重さ：1.1kg）
・真空パックを開封後は毛布がすぐに膨らんで通常の
毛布と同じ様に使用可能。
（毛布ｻｲｽﾞ：200cm×140cm）
・保管状態（開封前）であれば浸水になっても毛布には
下の毛布がこのサイズまでに圧縮
影響なし。
・一旦開封使用した毛布をクリーニングして、再圧縮するサービス提供予定。
（斡旋予定価格）
※送料込
商品名

組合員価格（円）

緊急時用防災毛布「モーブ」

39,800

１０枚

(2)

贈答用マイクロファイバー注文承ります ～名入れも可能です～
極細繊維のマイクロファイバーは、吸水性の良さやケバ落ちの少なさから、洗車タオルと
してのアイテムとして定着しました。また、この素材は一般家庭の掃除用として、抜群の拭
き上げ性能を有しており、今では各種清掃用品に使用されるなど、家庭内にすっかり浸透し
ました。
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この点に着目し、社名入りマイクロファイバーをお客さんに配付され
ている組合員さんもおられ、非常に喜ばれていると聞いています。
社名印刷の追加料金は１枚あたり 10 円で承っています。これを専用
袋に詰めた場合、13 円追加となります。
使う場所、用途を選ばず、貰った人に喜ばれるマイクロファイバータ
オルを贈答用として活用されてはいかがでしょうか。
（１枚あたりの価格）

送料込

120 枚

180～300 枚

360～540 枚

600 枚～

名入れ

94 円

89 円

88 円

87 円

名入れ＋専用袋

107 円

102 円

101 円

100 円

(3) ＬＥＤキャノピー灯がお求め易くなります ～今夏の節電、防虫対策に～
今年の夏は関西地区を中心に節電要請が課され、ＳＳも部分消灯などの対策を講じられる
ＳＳも多いと思われます。
しかし、ＳＳからは車からの視認性を重視したいとの要望も強く、ＬＥＤキャノピー灯で
あれば、水銀灯と同等の明るさで消費電力が約 60％削減できる上に、虫が好む紫外線を出さ
ないため虫除けにもなり、その上長寿命である特性を考慮すれば、節電の有効な手段（投資）
であると考えられます。
現在、ＬＥＤ商品の普及が進むにつれて、価格の低下が進んでおり、キャノピー灯に関し
ても実売１０万円を切った商品が多く出回るようになっています。
本会のＬＥＤキャノピー灯（DL-EG004-W）も１１５，０００円で販売開始し、当初は価格
優位性があったものの、現在は競合商品に押され気味で、導入実績も 100 灯を目の前にして
足踏み状態となっています。
このような中、メーカー（シャープ）は、生産コストの見直しを図るため、現行モデルの
生産打ち切りを決定し、近々、安価な新商品に切り替えるとの説明があり、モデルチェンジ
に合わせて、現行モデルの大幅値下げを実施することとなりました。
メーカー希望により、具体的な価格は明示できませんが、ご検討のＳＳがあれば、個別見
積りさせていただきますので、是非当グループまでご連絡下さい。
なお、新商品は現行モデルより材料費を抑え、低価格化を図るとしており、おそらく９万
円台で出されるものと思われます。新商品の詳しい情報は追って連絡します。
(4) リサイクルトナー値下げします
６月 1 日より下記トナーカートリッジ（リサイクル品）の値段を以下のとおり改定いたし
ます。
①EPSON LPA4ETC8（LP-2500） ￥5,800 → ￥5,700
②CANON EP-62（LBP-870/1610/1820） ￥5,400 → ￥5,300
③OKI TNR-M4A（MICROLINE18/18N/22 など）
１本：￥4,400 → ￥4,100
2 本以上：1 本あたり ￥3,700
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(5) 留意事項（タオル 使用済みトナーカートリッジ）
①ﾆｭｰｶｰｳｫｯｼｭ･ﾆｭｰｶｰｳｫｯｼｭﾊｰﾌﾀｵﾙのご注文時
2011 年 12 月より新しくなりましたニューカーウォッシュタオル（品ｺｰﾄﾞ：730）および
ニューカーウォッシュハーフタオル（品ｺｰﾄﾞ：695）ですが、以前のカーウォッシュタオル
およびカーウォッシュハーフタオルと仕様が大きく変更しております。特に旧タイプのカー
ウォッシュをお求めいただいていた組合員さんが引き続きニューカーウォッシュをご購入
される際には、仕様変更点（色・サイズ等）のご確認をお願いいたします。
②使用済みトナーカートリッジの回収時
トナーをご注文いただいた際に、同時に使用済みトナーカートリッジの回収を依頼された
場合、原則として納品の翌日に別便で運送業者が回収に伺っております。
その際、必ず使用済みのカートリッジであることをご確認の上、業者にお渡しください。
誤って別のトナーカートリッジ等を渡された場合、再生処理に回ってしまい、返品出来な
くなりますので、今一度ご注意いただきますよう、お願いいたします。
(6)

中型生命グループ保険の更新案内を発送します
中型生命グループ保険は７月３１日で保険期間が終了し、加入者から申し入れがない限り
自動継続される制度になっています。保険期間満了に当たり、例年、加入者に現在の加入内
容の通知と継続加入のお願いを書面でご連絡することにしています。今年度は当該書面を６
月４日に発送する予定です。詳しくは事務連絡にてご連絡いたします。

(7)

新医療保険の加入申込用紙が変わりました
新医療保険（引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社）の新規加入に使う申込書
の様式が変更となりました。
新様式をご送付いたしますが、旧申込用紙は使えなくなりますので、お手数ですが廃棄
処分をお願いいたします。

(8)

社団法人全国石油業退職金共済会のご報告
ＡＩＪ投資顧問会社による年金資産消失事件がマスコミで報道された時に、全国石油業
退職金共済会（全退共）の事務局にも、加入企業である組合員さんから「ＡＩＪ問題に関
与していないのか」という問い合わせの電話が寄せられました。全退共では、会員から集
めた掛金の全額を生命保険会社が提供する「新企業年金保険」で運用しています。保険会
社に確認したところ、新企業年金保険では投資顧問会社が関与する仕組みにはなっていな
いとの回答を受けています。
保険会社が新企業年金保険で提示する予定利率（保証利回り）は、現在０．７５％と極
めて低利ですが、預けた掛金が元本割れすることのない運用が担保されています。
また、公益法人制度改革への対応として全退共では、
「一般社団法人」に移行することを
機関決定し、所要の準備を進めています。認可取得時期を当初２４年３月で計画していま
したが、関係省庁との協議の結果、２６年３月に延期することになりました。延期となっ
ても、退職金支払の業務は通常通り行えますので、加入者の方にご不便をおかけすること
はありません。
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２３年度実績
平成２３年度の農林漁業用Ａ重油の確認実績がまとまりました。

無税重油
無税重油の輸入業者による輸入数量は約３万４千キロ㍑で２３年度比４１．４％とな
りました。これは原油価格の高騰が影響したためと思われます。

国産Ａ重油
国産Ａ重油の確認数量は約７０万３千キロ㍑で２３年度比８８．５％となりました。
本会では２３年度当初、震災の影響を考慮し２２年度に比べ２割の減少を予測しまし
たが、約９万２千キロ（１１．５％）の減少となりました。
国内の重油需要が大きく減り、震災の影響もある中でこれだけの確認数量を確保して
いただけたことに被災地を始めとする登録業者の皆様と組合各位に感謝いたします。
２４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。

農林漁業用事務手続きについて
農林漁業事務手続きでのお問い合わせが多いこと、書類確認・作成時に注意していただ
きたいことを紹介しています。
Ｑ．国産Ａ重油を１ヶ月の内に同じ者に複数回に分けて販売した場合、１ヶ月の数量をま
とめて国Ａ総括表に記載する事は出来ますか。
Ａ．出来ません。
販売した日が複数の場合でも１回１回の取引ごとに
記載してください。例え総括表に記載する購入先（ユー
ザー）が１者だとしても、１ヶ月間の取引が複数あれば
その数だけの記入となります。
ただし、同じ者に複数回販売した場合は、購入者ごと
に連続して記載することが出来ます。その場合は同じ者
の取引を購入月日（販売日）順に記載し、氏名や住所や
電話番号等は２行目以降は「同上」または「〃」と記載
しても問題ありません。
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