平成２５年５月３1 日
２５－２号
（５月号）

共同事業グループニュース

○ 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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農林漁業コーナー

（お知らせ）
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１.洗車タオルの値上げ間近！ご購入はお早めに！！
前月の共同事業グループニュースでお知らせのとおり、一部のマイクロファイバーとカーウォッシュ
タオルが６月１７日ご注文分から値上がりいたします。
また、その他のタオルにつきましても為替相場の変動の影響により、7 月からの値上げの要請を受け
ております。共同事業グループといたしましては、1 円でも安く皆様にご提供できますよう、鋭意、業
者と交渉を行っておりますが、お求めの場合はなるべく早めにご注文いただきますようお願いいたしま
す。

２.札幌での通常総会

ビジネス見本市でブースを開設いたします

通常総会、ビジネス見本市が 6 月 13 日(木)に札幌で開催されます。本年度も見本市に共同事業グルー
プとしてブースを開設させていただきます。
先着 300 名様に洗車タオルの試供品をお配りする予定です。総会にご参加される皆様は、是非、ブー
スにお立ち寄りください。

共同事業グループ一同
３.お知らせ
(1) ジャンプスターターに新タイプ追加

～大排気量車・ディーゼル車にも対応～

安全・簡単に車のエンジンを始動できるハンディータイプのジャンプスターターに大型車用が新ライ
ンナップとして加わり、6 月から販売開始することとなりました。
従来のタイプが 3,000CC までのガソリン車及びオートバイに対応するのに対し、新タイプは 6,000CC
までのガソリン車にまで対応範囲が広がり、更に 3,500CC までのディーゼル車にも対応できるようにな
りました（但し、24V バッテリーには対応しません）。
また、バッテリー交換時にカーナビ、オーディオなどの設定がリセットされないよう本体にメモリー
バックアップ機能が加わるとともに、12V シガーソケットの出力用端子を備えており、カー用品の電源
としても使用できるようになりました。
大容量のリチウムイオンバッテリー(9,000mAh)を搭載しており、コンパクト性は維持しながら、大排
気量車に対しても従来品と同様 10～20 台分のエンジン始動が可能となっています。
今回、新タイプの斡旋開始に合わせて、専用チラシを作成
しました。組合員さんへのＰＲ用にチラシを希望される組合
さんは資材チームまでお申し付け下さい。
旧来の鉛のジャンプスターターのように保管場所を取ら
ず、不測のバッテリートラブルに対応できるように、１台備
えておかれてはいかがでしょうか。
なお、同商品は、6 月の北海道総会「ＳＳビジネス見本市」
において、メーカー（ＳＦＪ）ブースで説明展示しますので、当日見学される方は、お気軽にお立ち寄
り下さい。
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価格及び従来品との比較
新 大容量タイプ
○

品番

ガソリン車 ～6,000CC
ディーゼル車 ～3,500CC

対応車種
始動可能台数
（満充電時）
本体充電可能回数
満充電までの時間
本体サイズ・重量
付帯機能

ガソリン車

１０～２０台

～3,000CC

１０～２０台

約５００回
AC100V 使用 １２時間
DC12V 使用
１０時間
19×16×4.5(cm)・1,240g
LED 作業灯
メモリーバックアップ
USB 電源出力
シガーソケット電源出力

組合員価格
（税込・送料込）

(2)

普及タイプ
ＢＲ－００１

ＢＲ－００３

約５００回
AC100V 使用 ８時間
DC12V 使用
５時間
19×12×4.5(cm)・830g
LED 作業灯
USB 電源出力

３８，０８０円

２１，０８０円

軽量タイプ
ＢＲ－002
軽自動車・オートバイ
８台
約５００回
AC100V 使用 ８時間
DC12V 使用
５時間
19×12×4.5(cm)・760g
LED 作業灯
USB 電源出力

１６，８３０円

タオル、ロール紙の専用チラシをご活用下さい
タオル、ロール紙の専用チラシを作成しました（写

真）
。5 月 13 日付け「共同事業インフォメーション」の
内容をベースにＡ４カラー両面刷りで裏面を注文書と
しています。
組合員さんへの発送物（総会資料など）に同封される
などして、商品ＰＲに活用していただけるようチラシコ
ピーを用意していますので、
希望の組合さんは資材チー
ムまでお申し付け下さい。

(3)

トイレットペーパーご用意できます
本会取引先の紙商社では、ロール紙、ボックスティッシュ（福島県石満タン運動に採用）の他に、業務

用トイレットペーパーも扱っており、組合員さんからのご注文にも対応できるようになりました。
ドラッグストアなどの小売り用と違い、大量注文ができ、配送サービスがある点において、組合員さん
の利便性向上を図れるものと考えています。
ＳＳのトイレはお客様も利用するため、トイレットペーパーの使用量が多いと思われますので、一度ご
検討されてはいかがでしょうか。価格は以下のとおりです。

業務用トイレットペーパー（#741）
入り数／箱
※最低ロット２箱

65ｍ巻
100ｍ巻
100ｍ巻

税別・送料込（沖縄離島は送料別途）

組合員価格／ロット

100 ロール(紙個包装)

７，８００円（＠３９円） 108ｍｍ幅・芯あり
60 ロール(紙個包装)
７，４４０円（＠６２円） 再生紙 100％・国産
シングル（※ﾀﾞﾌﾞﾙは
48 ロール(8 ロール毎
６，２２８円（＠６５円）
お問合せ下さい）
のポリ包装×6)
注)注文から発送まで中 3 日要します
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(4)

販促品に実用的なマイクロファイバーがお勧めです
吸水性の高さから、洗車に限らず家庭の清掃や汗拭きにも使えるマイクロファイバータオルは実用性

が高く、販促品として配布しても喜ばれる商品です。
今回、販促用にマイクロファイバー素材のハンドタオ
ルを新たに販売することとしました。
サイズが 25 ㎝四方（約 15g）と使い勝手が良く、4
つ折り専用ポリ袋（名刺ポケット付）入りで、お客様へ
のＰＲ効果も期待できると考えています。
柄はピンクとブルー系のドット柄２種類で、価格は最
低ロット 200 枚（各柄 100 枚）10,600 円（税別・送料込。但し沖縄離島は別途送料）となります（単価
＠53 円）
。出荷開始は 6 月中旬の予定です。
また、既に洗車タオルとして定着しているカーウォッシュマイクロファイバータオル(#693)のハンド
タオルサイズ（約 26 ㎝×38 ㎝・約 25g）も販促用として販売します。
6 つ折りの状態でちょうど長 3 封筒に入ることから、ある会社さんは請求書を送る際に同封されてい
るとのことです。
色は洗車用と同じく白、青、黄、ピンクの無地 4 色・袋なし、価格は 120 枚～＠82 円、180 枚～＠76
円、360 枚～＠72 円、600 枚～＠71 円（税別・送料込。但し沖縄離島は別途送料。注文は 60 枚の倍数）
となります。
ご注文の際は、マイクロファイバーハンドタオル（#675）のドットまたは無地とお伝え下さるようお
願いします。

(5)

リサイクルトナーカートリッジの「３０％増量」タイプの最新ラインナップです
本会取扱いメーカーオリジナル商品である、
「３０％増量」タイプのリサイクルトナーのラインナップ

が増えました。１枚あたりのコストでみると、通常枚数のリサイクルトナーよりお得です！ぜひご周知
下さい。

(6)中型生命グループ保険の更改案内を発送します
中型生命グループ保険の満期日が 7 月 31 日となっていることから、例年、6 月上旬に加入組合員宛
に 6 月 1 日現在の加入内容（加入者名、保険金額等）を記載した「加入継続のお知らせ」を発送してい
ます。
「加入継続のお知らせ」をご覧になった加入組合員さんから、加入内容の変更等の連絡がありました
ら、共済チーム（03-3593-5844）までお知らせください。
中型生命グループ保険の６月１日現在の加入者数は、８，８４９人、前月比+２６人です。
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(7)共済アドバイザー研修会を開催します
各種共済や保険商品に関する基礎的な知識を事務局の方々に取得していただき、共済・保険商品のＰ
Ｒに活用していただくことを目的とした「共済アドバイザー研修会」を開催することになりました。
例年開催している事務担当者会議とはスタイルを変えて小人数制での開催とし、共済、保険商品にテ
ーマを絞り込んで行う考えです。
第 1 回は７月５日（金）に開講します。岩手、静岡、岐阜、大阪、島根、大分、宮崎の７組合さんに
ご参加いただくことになっています。

(8)

各種データの提供方法を変更します
定期的に石油組合様に電子メールを使って提供しているデータファイルの取り扱い方法を次のよう
に変更いたします。
①提供するファイルをまとめた圧縮ファイル（*.zip）を電子メールに添付して提供します。
②圧縮ファイルをダブルクリックするとパスワードの入力を求めてきます。
③別途お知らせするパスワードを入れると、提供するファイルが入っているフォルダがお使いのパソコ
ン上に作成されます。フォルダ内に保存されているファイルにはパスワードを設定してありません。
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○農林漁業コーナー
２４年度実績（一部第３四半期実績）
平成２４年度（一部第３四半期実績）の農林漁業用Ａ重油等の確認実績がまとまりましたのでお知ら
せします。
無税重油
無税重油の輸入業者による輸入数量は原油高や円安、需要減の影響を受け、前年度対比こそ９．５ポ
イント増ですが数量としては約３万７千キロ㍑にとどまりました。
国産Ａ重油
国産Ａ重油の確認数量は約６９万６千キロ㍑で前年度比９６．６％となりました。国内の重油需要が
大きく減る中でこれだけの確認数量を確保していただいことに登録業者の皆様と組合各位に感謝いた
します。２５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。
農林漁業用軽油
新たに制度の温対税還付関係の農林漁業用軽油について第３四半期分の集計を行い全国の概算の集
計結果は約１万２千キロ㍑となりました。これは元売確認前の数量となりますので今後精査され変更と
なる可能性があります。
海運用燃油
同様に海運用の軽油・重油についても第３四半期分の集計を行いました。その集計結果は軽油約１万
７千キロ㍑、Ａ重油約９万６千キロ㍑、Ｃ重油約３３万キロ㍑となりました。この数量で国土交通大臣
の用途証明を申請しました。

温対税還付制度

集計表等の確認について

６月の第１週頃に組合各位に農林用軽油と海運用軽油・重油の第４四半期分の集計表等を送付する予
定です。これは登録業者から４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。もし集計違い等あれば大至急全石連まで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。
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