平成２７年６月３０日
２７－０３号

共同事業グループニュース

（６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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スピルキット（オイル専用）１セットより販売!!
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農林漁業コーナー

（お知らせ）
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1. 特価販売の事前告知
７月上旬頃より期間限定・数量限定で洗車タオルのＢ品、Ａ品見切り品、ノベルティタオル、
油吸着材等の特価販売のご案内をいたします。
詳細等が決まり次第、至急組合さんへご連絡しますので、その際に組合員さんへのご周知に
つきまして、何卒、ご協力・ご対応方をお願いします。

2. ２０１６年版カレンダー類の早期割引キャンペーン（7/1～8/31）の実施
ポケット付きカレンダー「メモルダー」７種、
「ビジネスダイアリー」のＡ判、Ｂ判、
「オリ
ジナル手帳」の早期ご注文につきまして、お値引きをしてご提供することといたしました。
「メ
モルダー」につきましては、通常カレンダー業界では１万部販売すればヒットと言われる中で、
一番人気の「実用」は毎年２０万部強、「卓上」も毎年１５万部程度の販売実績がある人気商
品となっています。今回「メモルダー」につきましては、これまでの価格より大幅に値下げを
して、８月末までにご注文いただくと、さらに５円値引きをすることとしました。
「レシート」
や「伝票」を月ごとに保存できるポケット付きで安価でノベルティとしてお客様に喜ばれる商
品の「メモルダー」は、まさに、ＳＳ向きの優れものの「カレンダー」だと思います。価格・
納期等のお問い合わせは資材チームまでお願いします。
メモルダー

価格は税別

タイプ

D 実用

E ほのぼの

F 健康

G 花

H ｴｺﾛｼﾞｰ

Ｌ 卓上

M ナチュラル

コード

785

786

781

782

783

787

788

１００冊

362円

322円

342円

466円

424円

254円

327円

※上記名入価格は1色刷り。2色刷りは別途見積もり。
ダイアリー・オリジナル手帳
ビジネスダイアリー

ビジネスダイアリー

Ａ５判

Ｂ５判

コード

565

566

567

１００冊

360円

410円

430円

種類

一番人気の「実用メモルダー」

オリジナル手帳

※ダイアリーは扉部に社名入り、オリジナル手帳は裏見返し部に社名入り

３．共済アドバイザー研修会を開催します
組合事務局の方に共済商品、保険商品に関する知識を取得していただくことを目的に開催す
る「共済アドバイザー研修会」を 9 月上旬に開催する予定です。
まだ受講されていない組合を対象に当グループから出席要請をいたします。
受講のご希望がありましたらご連絡ください。

４．新規補償プランの加入状況のご報告
新たに取り扱いをすることになった中型生命用傷害保険のオプションプラン「個人賠償責任
補償」には約 50 名、ＳＳ総合安心プランのオプション「受託車両積載動産特約」には約 120
ＳＳの加入申し込みがありました。
今後とも、機会あるごとに両オプションについてＰＲをお願いいたします。
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５．お知らせ
（１）漏洩対応緊急セット

スピルキット（オイル専用）１セットより販売!

先月号（平成２７年５月２９日２７－０
２号）でご案内しました「漏洩対応緊急セ
ット スピルキット（オイル専用）」のご注
文最低ロットが「６，５００円/セット☓５
セット＝３２，５００円/箱」とご案内をし
ましたが、この度組合員さんがお買い求め
やすくするために、
「１セット７，７００円
（ 税 別/ 送料 込但し北海道沖縄 離島は別
途）」でご提供することとしました。この商
品は、６月１１日開催のＳＳビジネス見本市に展示した際に多くの来場者の方々から好評
をいただきました。
場所を取らずローリーの常備品、ＳＳ敷地内での漏洩対策にも最適な「漏洩対応緊急セ
ット」となっています。
＜内容物＞①オイル専用シート（41cmx51cm）10 枚②オイル専用ソックス（φ7.6cmx
122cm）2 本③スリックスイーパー（油膜分散剤）500ｍｌ④ビニール手袋 1 人分⑤ゴミ袋 1
枚⑥石鹸 1 個⑦使用説明書 1 枚 注）石鹸は油に溶けないため、小さい穴からの油漏れ部
分に練り込むことで応急的に漏れを防ぐことができます。吸収量：約 26Ｌ（シート 10 枚、
ソックス 2 本使用時の合計吸収量。漏洩液体の粘度により吸収量は変化します）
（２）ペール缶がそのまま給油タンクになる「コッくんＴｙｐｅＢ」のご案内
この商品もＳＳビジネス見本市に参考展示した際に、多くの来場者の方々より「汚れず・
こぼれず・無駄がない」、「いつから販売するのか」、「価格はいくら」と大変ご興味をいた
だきました。この商品の魅力は、誰でもカンタンにワンタッチで脱着、油こぼれがなく、
スムーズな給油ができ、コックレバーの色分け(4 色：オレンジ・緑・黄・赤)で、油の種
類分けが出来ます。さらに、オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカン
タンでＳＳ向きの商品となっています。また繰返し使用出来て経済的です。
１個販売価格：５，５００円／個（税別・送料込沖縄離島は別途）
３個以上の販売価格：５，０００円／個（税別・送料込沖縄離島は別途）
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（３）各種チラシについて 組合員さんへご紹介のお願い
上記に記載いたしました商品を組合員さんへご紹介していただきたく、各種チラシを作
成いたしました。是非この機会にご周知をお願いいたします。必要部数をご連絡いただけ
れば、組合さん名等を印刷してお送りいたします。なお、ＰＤＦデータでのご提供もでき
ます。
【スピルキット】
【コッくん】
【早期割引キャンペーン】
Ａ４判１枚(裏面は申込書)

Ａ４判１枚(裏面は申込書)

Ａ４判２枚（両面で最終ページは申込書）

（４）中型生命グループ保険の最新加入状況
中型生命グループ保険の７月１日現在の加入者数は、8,371 人(前月 8,372 人、前月比-1
人）です。
5 月に「継続加入のご案内」を発送したところ、本会に直接連絡のあった案件では、追加
加入が約 70 名、脱退が約 180 名でした。福利厚生制度の見直しを理由に会社全体での脱退
手続きの連絡を受けた案件については、関係組合に即刻ご連絡し、組合から再考を働きか
けていただいたことで、脱退を撤回していただけた事例がありました。日頃の組合員との
繋がりが効果を発揮した事案ではないでしょうか。
この 9 月から始まる秋のキャンペーン期間中に中型生命の話を聞いていただけそうな組
合員を選んでいただき、事務局の方と一緒に私共と生保会社社員が訪問する機会を作って
いただくことが中型生命の募集活動の基本と考えております。ご協力よろしくお願いいた
します。
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農林漁業コーナー

２６年度実績（一部第３四半期まで）
平成２６年度（一部第３四半期実績）の農林漁業用Ａ重油等の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前年度に比べ若干増加し約２万４千キロ㍑（前年度
対比７千キロ㍑）となりました。

国産Ａ重油
国産Ａ重油の確認数量は大きく減少し約６１万キロ㍑（前年度対比８万２千キロ㍑減）と
なりました。

農林漁業用軽油
温対税還付関係の農林漁業用軽油の概算の集計結果は約７万４千キロ㍑となりました（昨
年度の大臣証明後の確認数量は６万２千キロ㍑）。これは大臣証明前の数量であり、今後精
査され変更となる可能性があります。

海運用燃油
海運用の軽油・重油については第３四半期分までの集計で軽油約７万１千キロ㍑(前年同
期６万８千キロ㍑)、Ａ重油約４９万３千キロ㍑（同４３万１千キロ㍑）、Ｃ重油約１２６万
４千キロ㍑(同１２７万９千キロ㍑)となりました。
２７年度も各油種とも取りこぼし等の無いようよろしくお願いいたします。

国産Ａ重油の確認数量確保のお願い
２６年度の国産Ａ重油の確認数量につきましては、上記にあるように約６１万キロ㍑となり、
２５年度と比べ８万２千キロ㍑の大幅な減少となりました。
これは年度前半までの原油高や円安の影響とともに漁業の不振による需要の減少が大きいと
考えられ、いかんともしがたい部分もあると思われますが、このまま推移していけば更に確認数
量が減少し、全石連のみならず組合各位にも大きな打撃となる事は想像に難くありません。
そのため、組合各位でも各種会合や資料送付等の機を捉え総括表提出の依頼をしていただきた
くお願いいたします。
また、普段総括表を提出している登録業者さんに直接ご連絡を取っていただき、減少の理由を
確認するとともに、今一度提出漏れが無いかご確認をよろしくお願いいたします。
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総括表等受付（受取）時や内容確認時の確認の徹底について
国Ａや農軽並びに海運の総括表等の書類に不備があると、集計自体の遅れや書類のやり取り
の手間など新たな負担が増えてしまいます。これは本会のみならず、組合各位にも修正・確認
等で登録業者さんへの連絡や総括表・集計表の再確認・再提出などにつながり負担の増加とな
ります。
総括表等を受付ける際の今一度の確認、その後の組合での徹底した内容の確認を改めてお願
いいたします。同時に登録業者さんへのご指導方をよろしくお願いいたします。

【組合確認事項、登録業者への指導・徹底事項】
①元売名の確認、直近供給先欄の確認
元売違いが非常に多くあります。次月の集計に回さざるを得なかったり（国Ａ）、集計を一
旦止めたり、非常に大きなロスに繋がります。これは直近供給先欄の不備も同様です。新規
の登録業者さんや過去に元売の変更や直近供給先の不備・確認があった登録業者さんには、
総括表を受け取る際に充分なご確認をお願いいたします。
②海運・農軽 締め切り後の変更や追加集計はできません。
遅れて提出される総括表等も集計に大きなロスを与えます。農軽や海運では締め切り後の
集計はできません。これは追加集計はもちろんですが元売違いなどの変更の集計もできない
ということになります。
登録業者さんに①元売名、直近供給先欄の確認、②締め切りの確認・厳守を強くご指導く
ださい。

～ ６月末までに提出の総括表等 ～
６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登録業者さんに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

５月分（無税重油は２５日まで）
５月分
な し
な し
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