平成２５年３月２９日
２４－１１・１２号

共同事業グループニュース

（２・３月合併号）
○ 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．組合活動支援グッズをご提供いたします
全石連・共同事業部会では、２５年度事業活動方針の中で、組合活動支援グッズの開発・
提供を掲げています。
その第一弾として、福島県組合さんが昨年より開始した「ガソリン満タン運動」推進用の
「給油客向けＰＲ商品」として以下の商品を開発いたしました。
「ガソリン満タン運動」を推進される組合または組合内支部での、ご活用をお奨めいた
します。また、その他商品や独自の支援グッズついてもご提案があれば可能な範囲で検討
させていただきますので、お気軽にお申し付け下さい。
商品
１．贈答用タオル

内容

１ＳＳあたり費用概算
（円・税別）
300 枚×＠170＝51,000

・240 匁タオル（綿）に満
タン運動参加店と分か
るように社名を印刷
・のし掛け袋入り

300 枚×＠99＝29,700

・マイクロファイバータ
オルに満タン運動参加
店と分かるように社名
を印刷
・のし掛け袋入り
２．キッチンママ

・台所用タオルの袋ポケットに満
タンメッセージチラシ封入
（メッセージ例）

300 枚×＠49＝14,700
チラシ封入の場合
＋＠3 円（印刷費別途）

「ガソリン満タンでいつも安心」
「普段から余裕を持った給油で備
えておかれることをお勧めします」
３．ロール紙裏刷り

・ロール紙裏面に満タンメッセージ印刷

100 巻×＠143＝14,300
※裏刷り料＠50 含む。

４．ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

・45×16cm のマグネットプレートに満タンメッセー

組合作成想定
300 枚×＠500=150,000

ジ印刷

1ＳＳ＝2 枚＝1,000 円

・掲示場所は計量
器側面・扉など
金属部分

※ 上表の写真をカラーでご覧になりたい場合は、全石連ホームページ（「石油広場」）で、
ご参照ください。

2

２．お知らせ
(1)

タオルの値上げが予想されます
昨年１１月以降の急激な円安進行により、輸入製品の価格が上がっています。
本会の洗車タオルは、ほとんど中国（一部はバングラデシュ）からの輸入に依存しており、
現在の為替レートで推移した場合、値上げは避けられない状況にあります。
メーカーは在庫を勘案しながら中国側と契約を結んでおり、現在のところ、正式に値上げ
の打診はございませんが、４月以降の在庫状況によっては早晩価格改定の申し出があると思
われます。
今後、メーカーから値上げ要請があれば、本会はその値上げ幅、時期等の妥当性を検証す
るとともに、組合員さんへの値上げ周知期間も考慮に入れて対応したいと考えております。
組合さんには現行情勢のご理解をお願いするとともに、継続購入の組合員さんに対しては
洗車タオルの値上げ告知に併せて、値上げ前の購入をお勧めいただければと思います。
価格改定動向が固まり次第、改めてご連絡いたしますので、事前のご対応方宜しくお願い
いたします。

(2)

ＬＥＤ灯補助対象に伴う取扱いについて
ご承知の通り、ＬＥＤ灯は２４年度補正予算による中核型ＳＳ等整備事業において、補助
対象となります（内容詳細は未定）。
当グループでは、従前からシャープ製及びティーネットジャパン製のキャノピー灯を斡旋
していますが、今後、当該補助事業の補助申請を前提とした LED 照明機器斡旋につきまし
ては、斡旋を自粛させていただくこととなります。
ただし、これら２社の製品は過去の斡旋実績から見ても、国内メーカーゆえの品質とサポ
ート体制の確かさが認められ、ＬＥＤ補助申請をお考えの組合員さんにも自信を持ってお勧
めできますので、情報提供やご相談には従来通り対応させていただきますので、遠慮なくお
声をおかけ下さい。
なお、斡旋とは関係なく申請組合員さんの商品選考の一助として、４月初旬に各組合さん
へ２社の商品パンフレットをお送りしますのでご活用下さい。
※ 商品の発注はメーカー販社へ直接行っていただくこととなりますのでご留意下さい
（連絡先等はパンフレットに同封しています）。

(3)

新型輸入ロール紙を５月から販売開始

紙厚を厚く改良した輸入ロール紙（独ケラー社製）の販売開始について、グループニュー
ス１月号（２４－１０号）にて３月から順次出荷の目途が立ったことをご連絡いたしました
が、商社とメーカーの調整が長引いたため５月からの出荷にずれ込むこととなりましたの
で、改めてご連絡と変更のお詫びを申し上げます。
５月からは原則改良品での出荷となりますが、当面従来品を希望する組合員さんには旧品
出荷対応も可能です。その際、注文書にその旨「旧ケラー品希望」と明記下さるようお願い
いたします。
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なお、各組合さんには、改良品サンプル（商品はコア 12mm ですが、サンプルは同 17mm）
をお送りいたしますので、紙厚等ご確認下さるようお願いいたします（４月ＬＥＤパンフレ
ットと同時発送の予定）。
（改良点）紙厚

60±5 ㎛

→

74±5 ㎛

(4)

リサイクルトナーをお試し価格で提供します
リサイクルトナーカートリッジは、メーカー製造の使用済み交換カートリッジを分解、ト
ナーを充填しユーザーに再販するもので、価格が純正品に比べて格安なため、コスト意識の
高い企業でかなり定着してきています（2011 年度の国内リサイクルトナーのシェア 25％）。
しかし、品質への不安やメーカー保守の縛り等から、リサイクル品に対するアレルギーが
あるのも事実で、このような疑念を払拭するには、実際に試してみることが最善の方法と言
えます。
当グループで斡旋するリサイクルトナーは、日本カートリッジリサイクル工業会の品質保
証マークが与えられ、メーカーによる 18 か月保証とサポートセンター開設のほか、万が一、
トナーが原因でプリンタが故障した場合の修理費補償制度などトラブルには真正面から向
き合う姿勢を取っており、多くの組合員さんから信頼を得ています。
そこで、本会リサイクルトナーをご利用されたことのない組合員さんにも商品の良さと価
格メリットを実感していただければと思い、今般、４月１日から６月２９日受注分に限り下
記商品を初回限定のお試し価格で提供させていただきます（会社の利用実績はあっても、Ｓ
Ｓでの利用実績がない場合も対象にさせていただきます）。
是非この機会を利用してお試しいただき、コスト削減に繋げられますことをお勧めしま
す。
なお、ご注文の際は、注文書のご注文番号欄に「お試しキャンペーン」と明記して下さい。
プール品（即納品）のみ
メーカー

商品名

組合員定価（円） お試し価格（円）

キャノン

ＥＰ－３２

５，２００

４，２００

ＥＰ－６５

６，５００

５，１００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ３０３

４，０００

３，１００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ３０３大容量

５，３００

４，２００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５０９

７，５００

５，９００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５１０Ⅱ

８，８００

６，８００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５１５Ⅱ

９，０００

７，０００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５１９Ⅱ

６，５００

４，９００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５１９Ⅱ30%増量

７，５００

５，８００

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ５２７

７，６００

５，７００

エプソン

ＬＰＡ４ＥＴＣ８

５，７００

４，６００

ＮＥＣ

ＰＲ－Ｌ２３００－１２

７，０００

５，５００

ＯＫＩ

ＴＮＲ－Ｍ４Ａ

３，９００

２，９００
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(5)

ご注文時の留意事項について（資材）
① リサイクルトナー
印字枚数を増量したリサイクルトナー（下記表）をご注文の際は、必ずトナー名の後
ろに「大容量」「３０％増量」「５０％増量（ﾀｲﾌﾟ）」とトナーカートリッジ名を全てご
記入下さい。これらのご記入がない場合、メーカーでは通常印字枚数のトナーと判断し
て出荷し、増量の価格メリットが得られなくなりますので、十分ご留意下さい。
なお、下記増量タイプのうち、「富士通 ＬＢ317Ｂ（30％増量）」はリターン（回収
したものに充填して納品）のみですが、その他のトナーはプール（メーカー在庫を納
品）・リターン両方取扱っております。ただしリターンの場合は「初回」、もしくは再生
履歴がある場合には「増量タイプで再生したもの」のみに限らせていただきます。

メーカー

トナーカートリッジ名

印字枚数

種別

組合員価格

カートリッジ３０３（大容量）
3,500枚 リサイクル
カートリッジ５０９（+30％増量） 15,600枚 リサイクル
カートリッジ５１５Ⅱ（+30％増量） 9,100枚 リサイクル
CANON
カートリッジ５１９Ⅱ（+30％増量） 8,300枚 リサイクル
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ322B（+50％ﾀｲﾌﾟ）
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ322CMY（+50％ﾀｲﾌﾟ）

XEROX

CT350245（+30％増量）

富士通

LB317Ｂ（+30％増量）

RICOH

②

\5,300
\7,800
\9,700
\7,500
\11,800
\11,800
\10,600
\10,600
\8,900
\10,900

リサイクル
１1,250枚 リサイクル
13,000枚 リサイクル
9,750枚

13,000枚 リサイクル（リターンのみ）

19,500枚 リサイクル
イプシオ SP6100H（+30％増量） 19,500枚 リサイクル
ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟ720B（+30％増量）

ﾘｻｲｸﾙ
回数

2
3
2
5
4
4
3
5
3
3

対応機種
LBP-2900(海外純正品)/LBP-3000/3000B
LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980
LBP-3310
LBP6300/LBP6600
LBP-9100C/9500C/9600C
DocuPrint205/255/305
XL-9280/9281/9310/9311
IPSiO NX620/620N/630/630N/650S/660S/720N/730N/750/760/850/860e
IPSIO SP6120/SP6110/SP6100/SP6220/SP6210/SP6310/SP6320/SP6330

作成伝票等
伝票等作成時の印刷原稿の下部にある納品先のご記入が正しく明記されていないケ
ースが散見されます。工場ではこの欄で発送先を特定していますので、正確にご記入
して下さい。
・納品先が請求先と同様の場合は、必ず「同上」とご記入下さい
・請求先と納品先が異なる場合は、納品先の組合コードも省略せず必ずご記入下さい
・預りの場合は、必ず「全ｾｯﾄ預り」もしくは「一部出荷一部預かり」とご記入下さい
（一部出荷一部預りの場合には出荷数・出荷先等詳細も併せてご記入ください）

(6)
中型生命グループ保険の現況報告
（４月１日現在の加入者数は、８，８２３人、前月比－５７人です）
中型生命の２５年度の目標設定は、これまでの一律人数の設定を改め、加入状況に応じた
人数設定としました。中型生命の加入企業数が少ない組合におかれては、まだまだ新規加
入を獲得できる余地があると思われますので、キャンペーン期間を活用して中型生命の存
在をＰＲしてくださいますようお願いいたします。
本会では中型生命のＰＲ策として、２５年度からぜんせき新聞に月１回程度、中型生命の
広告を掲載していきます。購読組合員からお問い合わせが寄せられた際には、本会又は組
合を担当している生保会社支社にご連絡いただければフォローアップをさせていただきま
す。
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(7)

官公需共同受注賠償責任保険をご検討ください
官公需共同受注事業の業態としては、公共施設に設置されている貯蔵タンクへの給油作業
を参加組合員が行うこともあるようです。
ある組合での事例ですが、冬季に複数の組合員が交替で給油を行っていた公共施設のボイ
ラー用タンクが、春になって雪が溶けたころにその設備の一部が破損していることが発見
され、その修理を契約者である自治体から求められました。基本的には破損させた者が賠
償する責任があるのですが、破損の原因や当事者を特定することができなかったため、参
加組合員のうちの一企業が自主的に修繕費用を負担することで決着したそうです。
官公需事業は組合が契約者となるわけですから、何か事故が発生した場合、組合に賠償
請求がされることが十分考えられます。
この保険は、官公需事業をめぐって組合が賠償責任を負うリスクを避けるための保険で、
契約する際にもこの保険に加入していることは安心感を与えることにつながります。
官公需事業に取り組まれている組合さんは是非加入をご検討ください。
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温対税還付制度

集計表等の確認について

現在、組合各位に農林用軽油と海運用軽油・重油の第３四半期分の集計表等を送付しており
ます。これは登録業者から１月に提出していただいた総括表等をまとめたものになりますので、
組合各位で内容のご確認をお願いいたします。もし集計違い等があれば至急の連絡をお願いい
たします。
問題ない場合は押印の上、至急全石連まで返送方よろしくお願いいたします。
この集計表を確認後、登録業者に控えをご返送ください。お手数をおかけしますがよろしく
お願いいたします。

温対税還付制度

総括表等の提出について

４月に入りますと第４四半期の報告が登録業者から組合各位宛に始まると思いますが、登録
業者から組合への確認証（農軽）
・総括表（海運）の提出は、翌月の１０日（今回は第４四半期
分の報告を４月１０日）までとなっております。また組合から全石連への提出は翌月末（同様
に４月３０日）までとなっております。ＧＷの関係もありますが、新制度は大臣証明の関係で
追加の受付は出来ませんので締め切りまでのご提出をよろしくお願いいたします。

温対税還付制度

元売追加について

温対税の還付制度で先般富士石油株式会社が元売として追加されましたが、今般さらに西部
石油が追加される予定です（追加されれば第４四半期分用より報告可能、元売番号は 17 を予
定）。西部石油を元売として販売している販売業者・登録業者さんがいる場合は新規または追加
の登録をお願いして下さい。
また他の元売分も同じですが、くれぐれも業転は記載できない旨ご徹底下さい。

7

