共同事業グループニュース

平成２７年２月２７日
２６－１１号
（２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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○

リサイクルトナーカートリッジの一部を値下げしました
デジタルトルクアダプターの取扱い再開します
洗車タオルの材質の表示につきまして
中型生命グループ保険の加入状況

農林漁業コーナー

（お知らせ）
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１． 年度末特別セールを積極的にご利用ください
（２月２３日「ぜんせき」新聞に折り込みでカラー版のチラシを入れさせていただきまし
たので、是非ご覧ください）
３月２日から３月３１日まで、例年の年度末特別セールを実施いたします。今回のセー
ルは下表のとおり、８品目を値引き対象といたします。
人気の斡旋商品をお求めやすい特別価格にてご提供いたしますので、これまで本会商品
をご利用されていない組合員さんにもこの機会にお試しいただけるようお勧めして下さ
い。
セール対象商品

特別価格（値引き額）

①リサイクルトナー（#547）

通常価格より 200 円引き

②液晶保護シート（#895）

10 枚入

6,600 円（1,000 円）

③非常信号灯（#754）

10 本入

5,500 円（500 円）

④輸入ロール紙（#671･#672）

＠74 円/＠105 円（5 円）

⑤鉄粉除去剤（#612）
⑥高級ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾀｵﾙ（#677）
・販売セット

20ℓ

24,200 円（2,200 円）

4ℓ

7,400 円 （ 600 円）

液晶保護シート (装着中)

60 枚以上＠125 円（5 円）
1 ｾｯﾄ 4,950 円（150 円）

⑦ﾏｲｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰﾀｵﾙ（#693）

120 枚以上＠92 円（5 円）

⑧110 匁タオル（#687）

500 枚以上＠52 円（3 円）
非常信号灯

○主な商品の説明
・輸入ロール紙
印字保存性は税法上の書類保存期間の 7 年間に対応（中保存ﾀｲﾌﾟ）しており、原紙は
信頼の高いドイツ製を採用し、国産紙と同等の品質を保持しています。紙幅はプリンタ
に合わせて 58mm(#671)と 80mm(#672)の２タイプがあります。
なお、昨年もご好評いただきました本商品（＃６７１）につきましては、ご注文に供
給が間に合わない可能性が高いため、その際の対応措置として、しばらくの間、国産
同等品にて対応させていただきますので、予めご承知おき下さい。
※相違点：１巻包装⇒５巻包装
・高級マイクロファイバータオル
パイル目地を細かく加工しており、耐久性、吸水性、汚れ吸着力に優れた厚手のタオ
ルです。コーティングの仕上げに最適ですし、中古車販売における毎日の車拭き上げに
も作業性の高さを発揮します。
・液晶保護シート
セルフ精算機や外設機などの液晶タッチパネル用の保護シートです。乱暴な操作等に
よるタッチパネルの損傷等を防ぐ透明シートで、接着剤を使用しないシリコン吸着タイ
プのため簡単に貼れます（自由にカットできるＡ４サイズ 10 枚入り）。
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・非常信号灯
車載発炎筒の代替品（車検対応品）。従来品の発煙筒は JIS により製造から 4 年間が
消費期限と規定されており、車検のタイミングで本品への交換をお勧めし易いです。電
池式の LED 灯が光源のため電池交換すれば半永久的に使用可能。底部がマグネットにな
っており、ボディへ装着して後続車への緊急シグナルとして威力大です(軽自動車から
大型トラックの車内ホルダーに適合しています)。
・鉄粉除去剤
車のホイールやボディに本品をスプレーした後、洗剤等で洗い流すだけで、そこに付
着（突き刺さった）した鉄粉を化学的に溶解し、ザラつき及び錆を解消します。ワンボ
ックスカー１台に対し約 300ml 使用(=20ℓ缶で 67 台分)。洗車のオプションとして油外
収益アップも図れます。

２．賠償責任共済の新タイプが好評です
先月号でお伝えした、賠償責任共済の油濁賠償事故の「免責金額 1 万円タイプ」のご案
内をしたところ、問い合わせのお電話が多数寄せられてきました。賠償責任共済には約３，
９００件の加入があり、そのうち約６割の２，４００件ほどが油濁賠償ありのタイプに加
入しています。今回のご案内で、その２割強に当たる５００件から新タイプへの変更申込
みを受け付けています。今回送付した「案内文書」をよくご覧になっていない加入者様も
いることを想定して、当面、満期案内の際に新タイプの登場をＰＲしていきます。また、
組合員さんが油濁賠償ありのタイプをご検討されたときは、是非新タイプをお奨めくださ
い。

３．洗車タオルの価格改定状況と、ロール紙・手書き伝票・封筒の値上げにつきまして
新聞報道等でご存知のとおり、急激な円安状況により、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、値上げ（６～２０円）は避けられない状況にあります。組合さんには情勢のご理解を
お願いするとともに、継続購入の組合員さんに対しまして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。なお、現時点でご連絡できること
は４月１５日までは値上げはしないということです。
また、ロール紙・手書き伝票・封筒の紙製品につきましても、原材料である木材チップ
の調達コスト等が為替影響で上がっており、製紙大手各社（「王子ホールディングス」、
「日
本製紙」、
「大王製紙」、
「三菱製紙」）は、３月よりコピー用紙のほか、雑誌や本、それに商
品カタログなどに使われる「印刷・情報用紙」を１０％以上引き上げる方針で、卸売業者
などとの間で交渉をおこなっているとの情報があります。早晩、ロール紙で使用する感熱
紙、手書き伝票で使用するノーカーボン用紙の値上げの申し出があるものと推察されます。
封筒につきましては、正式に１０％程度の値上げ要請がありましたので、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、仕入先と交渉を進めてまいります。価格改
定が固まり次第、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。
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４．富山県の組合さんが店頭用告知サインを大量にご購入！！
今月、富山県の組合さんが、店頭用告知サイン「緊急車両専用レーン」を２８台、大量
にご購入いただきました。今回のご購入に際して関係各位の皆様に共同事業グループ一同
感謝申し上げます。
この店頭用告知サイン（マルチポップＭＰＳサイン）につきま
しては、表示部は反射面板で夜でも視認性抜群でＳＳ構内の誘導
サイン（両面）に最適で、災害時用の「緊急車両専用レーン」の
表示板外にも、「車検受付」、「無料点検お気軽に」など店頭にお
ける告知ツールとしてもお使い出来る商品となっています。告知
内容（表示部）については文字数制限等がありますが、ご注文ご
とに変更出来るようになっています。組合員さんにもお勧めいた
だければ幸いです。
価格：２９，８００円（税別・送料込み）
●サイズ：W500×H1,180×Ｄ350(ｍｍ)
●重量：6.5ｋｇ（水満量時 約 50.5 ㎏）●仕様；本体/ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ、面板/PET
●表示部；両面/W385×H770/差し込み式／反射タイプ●本体ｶﾗｰ：ｲｴﾛｰ

５．お知らせ
（１）リサイクルトナーカートリッジの一部を値下げしました
今週（２月２３日）より、下記カートリッジを１００～５００円値下げしました。３月
２日からの特別セールでは下記金額よりさらに２００円引きになりますので、ぜひこの機
会にお求めください。
メ ーカー トナーカートリッジ名

CANON

NEC

RICOH

印字枚数

価格

対応機種

カートリッジ５０５

6,700枚

¥8,200

MF7110/7140/7210/7240/7330/7350N/7430/7450N

カートリッジ５０８Ⅱ

6,000枚

LBP3300

カートリッジ５０８Ⅱ（+30％増量）

7,800枚

¥7,900
¥8,600

カートリッジ５０９

12,000枚

LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980

カートリッジ５０９（+30％増量）

15,600枚

¥7,300
¥7,600

カートリッジ５１０ Ⅱ

12,000枚

¥8,600

LBP-3410のみ(2012.7.23）

カートリッジ５１５ Ⅱ

7,000枚

¥8,900

LBP-3310

カートリッジ５１５ Ⅱ（+30％増量）

9,100枚

LBP-3310

カートリッジ５１９ Ⅱ

6,400枚

¥9,600
¥6,200

カートリッジ５１９ Ⅱ（+30％増量）

8,300枚

¥7,200

LBP6300/LBP6600

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ527

15,000枚

LBP-8610、8620、8630

ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ527（+30％増量）

19,500枚

¥7,400
¥8,400

PRL2800－12

14,000枚

¥7,300

PR-L2800/L2800N/L2830N/L2850/L2850N/L2860N

PRL-8500-12

14,000枚

¥8,900

8200N, ﾏﾙﾁﾗｲﾀｰ8200/8250N/8450N

ｲﾌﾟｼｵ ＳＰ3400Ｈ

5,000枚

リコー IPSiO SP3410 , SP3510 , SP3510SF

イプシオ SP6100H

15,000枚

¥7,200
¥9,000

イプシオ SP6100H（+30％増量）

19,500枚

¥10,400

備考

LBP3300

LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980

ﾌﾟｰﾙのみ

LBP6300/LBP6600

LBP-8610、8620、8630

SP/6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330
SP/6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330
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ﾌﾟｰﾙのみ

（２）デジタルトルクアダプターの取扱いを再開します
先月号（平成２７年１月３０日付２６－１０号）でメーカー生産終了のため販売終了と
のお知らせをしましたが、実際は生産中止ではなく仕入先が取扱い出来なくなるため販売
終了とのことでした。新たに仕入ルートを確保しましたので「デジタルトルクアダプター
（商品コード：756）」については、メーカー・仕様・シリーズ・価格、全て変更なしで販
売を再開します。
（３）洗車タオルの材質の表示につきまして
２月２３日付け折込みの「共同事業インフォメーション年度末特別セール号」より、
「マ
イクロファイバータオル」や「高級マイクロファイバータオル」の材質の表記を「ポリエ
ステル８０％・ポリアミド２０％」から「ポリエステル８０％・ナイロン２０％」へ変更
しました。商品の材質を変更した訳ではなく、
「ナイロン」とは「ポリアミド」の総称であ
り、ナイロン表示の方が一般的であるため変更します。
（４）中型生命グループ保険の加入状況
中型生命グループ保険の 3 月１日現在の加入者数は、8,353 人(前月 8,360 人、前月比-7
人）です。
中型生命で支払われる保険金は、関係者の方にとってはとても残念なことですが、加入
者がお亡くなりになったことによる死亡保険金です。今年度は 27 年 1 月末時点で 23 件、
総額 9,000 万円の保険金が支払われています。会社のために頑張って働いてくれた社員の
遺族の方に会社からの弔慰の気持ちを示すことに役立つ「組合がお勧めする保険」として
組合員にご紹介してください。
「組合でこんな保険を扱っていたことを知らなかった」とい
う組合員さんが存在しているのではないでしょうか。
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農林漁業コーナー

無税重油

実績報告書の提出について

年度末が近づいて来ております。業務ご多端の折ではありますが各制度の提出期限の厳
守をお願いいたします。
特に無税重油の実績報告は当月分を翌月２５日までに全石連に報告となっておりますの
で遅れないようお願いいたします。
また遅れや追加などの購入証明書や実績報告書がお手元に無いか再度ご確認をお願い
いたします。
「当月分を翌月２５日までに」とは
例 １月分 ２月２５日までに全石連へ提出
２月分 ３月２５日までに
〃
提出内容
・実績報告書（組合用 様式４）…必須
・購入証明書（様式２）並びに実績報告書（登録業者用 様式３）
無税重油の実績報告の際には登録業者の登録番号や購入証明書の輸入番号、また販売
数量や購入証明書の枚数等間違えないよう細心の確認をお願いいたします。

～ ２月末までに提出の総括表等 ～
２月末までに全石提出締切の総括表等は以下の通りです。まだ総括表が組合に届いてい
ない登録業者さんがいる場合には至急確認の電話をお願いいたします。
無税重油
国産Ａ重油
農林軽油
海運用燃油

１月分（無税重油は２５日まで）
１月分
な し
な し
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