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お近くの石油組合へお気軽にお問い合せ下さい

組　　　合　　　名  電　話　番　号 ＦＡＸ番号
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本カタログに掲載されているデザイン、仕様等については、予告なく改良のため変更する場合がありますので、ご了承下さい。
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プリンター印刷コストアップを抑えるならなら全石連推奨の

再生トナーカートリッジ導入がオススメ！

 原材料高騰による純正トナーカートリッジはどれくらい値上がりしていますか？

上記以外のメーカーも今後、同じように値上げをしてくると予測しています。

新型コロナ経済危機に対し企業はどのような経費削減を実施しているのか？

再生トナーを導入するとどのくらい経費削減できるのですか？

純正トナー売買平均価格
（標準価格：￥２４，０００）
値上後価格：￥２5，2００

¥19,200 ¥20,160

¥9,200

１0ページに各種トナーカートリッジを掲載しております。是非ご覧ください！

Q1

Q2

Q3

再生トナー売買平均価格

※無料サンプルについては、ご利用中またはご利用後に購入についてのご検討が条件となります。

再生トナーを初めて購入検討されるお客様に限り、無料サンプルを１本ご提供可能です。

また、全石連推奨の再生トナーについて詳しくしりたい場合には、
製造メーカーである(株)白崎コーポレーションのホームページをご覧ください。

５4％の
経費削減

白崎コーポレーション 検索

0

再生紙の利用
クールビズ・ウオームビスの導入

印刷設定やトナーの見直し
LED照明への切り替え

光熱費の見直し
会社携帯のプランの見直し

郵送費の見直し
その他

自転車・自動車通勤推奨
タクシーチケットの廃止

車内サーバーから格安クラウドサービスへの切り替え
5
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4
5
5
5
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10 15 20 25

詳しくは各都道府県の組合までお問い合わせください。

新型コロナ経済危機、ウクライナ侵攻危機を
再生トナーの活用で乗り越えよう！

メーカー名

HP

キャノン

京セラ

エプソン

ブラザー

2022年1月から

2022年4月から

2022年4月から

2022年7月から

2022年7月から

トナー5％、インク10%　値上げ

トナー、インク平均6%　値上げ

トナー平均6%　値上げ

トナー、インク平均6%　値上げ

トナー、インク平均6%～10％　値上げ

値上開始時期 値上げ幅

勤務先で行われている経費削減の取り組みは何ですか？（複数回答可）企業戦士（会社員）50人に聞きました。

なんと第３位に
「印刷設定やトナーの見直し」が
入っとるではないか。
高品質の信頼できる再生トナーに切り替
えるだけでかなりの経費削減になるよう
じゃ。早速、組合事務局に相談じゃ！

キヤノン トナーカートリッジ５１９Ⅱタイプの再生トナーに切り替えた場合例
なるほど！約５０～６０％の経費を
節約できるんじゃの。初めて使うの
に不安はあるが、試してみる価値
はありそうじゃ！

コロナ
に負け

るな

頑張ろ
うニッ

ポン！



品コード 682

マイクロファイバースクエア

営業備品（日常業務の必需品）

★サイズ　50㎝×30㎝　約46g
★材　質　ポリエステル80％　ナイロン20％
★青・ピンク・黄色の3色があります。★色は60枚単位

品コード  718

超極細繊維マイクロファイバー（髪の毛の約100分の1）を使用。
マイクロダスタータオル

品コード  748

マルチクロス

サンプル送付 洗車用タオルの見本をご希望の方は最寄の組合または全石連までご連絡下さい。

品コード  677

高級マイクロファイバータオル

品コード　674

ワックスやコーティング仕上げに最適

★サイズ　約40㎝×40㎝　約５０ｇ
★カラー　青・赤・黄・緑色
★材　質　ポリエステル８０％・ナイロン２０％  ★200枚以上（50枚単位）

吸水性、速乾性に優れている

汚れが目立ちにくい鮮やかな色合い

このボリューム感で低価格 ! 

★サイズ　約26㎝×38　約25g
★材　質　ポリエステル80％
　　　　　ナイロン20％
★白・青・ピンク・黄色の
　4色があります。
★色は60枚単位

品コード  675

マイクロファイバーハンドタオル　無地
ハンドタオルサイズで販促用として最適です。

品コード  693

マイクロファイバータオル

品コード　674

アウトレット180匁ネイビー（ベトナム産）

品コード　698

マイクロファイバークロス（厚手）
品コード　729

CTタオル（ベトナム産）

超極細繊維のマイクロファイバー素材。抜群の吸収性に優れ、
油汚れを落とす力が強く、傷がつきにくい。さらには優れた耐久性・
毛羽がつきにくいという特質があります。

★サイズ　約34cm×48cm　約48g
★カラー　青・赤・緑・チャコールグレー
★材　質　ポリエステル80％、ナイロン20％

品コード  717

マイクロファイバーエコ
近年人気の濃いめの
青、赤、緑、チャコール
グレーの4色をご用意。
コストパフォーマンス
の高い商品です。

ソフトで肌触り抜群!!パイルが細かく、耐久性、吸水性、
汚れ吸着力アップ。
販売用にも向く高品質
★サイズ 
　約４０㎝×４０㎝ 約６１g
★カラー 青・赤
★材 質 ポリエステル８０％・
　　　　ナイロン２０％　
★60枚以上10枚単位

販売用袋入りや社名
印刷も可能です。

★サイズ　約30㎝×48㎝　約38g
★材　質　ポリエステル80％・ナイロン20％
★白・青・ピンク・黄色・濃茶・濃紺の6色があります。
★色は60枚単位

★サイズ（S）約33㎝×53㎝　
　　　  （L）約34㎝×79㎝
★180匁タオルで低価格を実現しました。
★用途に応じて選択できる2つの
   サイズをご用意。
★白・青・ピンク・黄色の
　4色があります。
★色は60枚単位

品コード　（S）690、（L）691

180匁20番タオル

｝約56g
180
匁

品コード  695

ニューカーウォッシュハーフタオル（ベトナム製）
セルフや車内拭き用に

車内拭きにも適したサイズ!!
セルフSSに最適

★サイズ　約34㎝×43㎝
              約44g
★白・青・ピンク色の
　3色があります。
★色は60枚単位

女性でも絞りやすく、
洗車又は窓拭きに
最適なサイズで
安価なタオルです。

品コード  689

140
匁

手のひらサイズ140匁タオル

★一般タオルサイズ
★白・青・ピンク・黄色
　の4色があります。
★サイズ　
　約33㎝×75㎝  約62g
★色は60枚単位。

品コード  709

スタンダードサイズⅠ型 200
匁

営業備品（日常業務の必需品）

品コード  700

手のひらサイズＲ型

人気
No.1

SS向け
最高強度

180
匁

1 洗車用タオル

★サイズ
　約34㎝×48㎝
   約６５g
★白・青・ピンク・黄色の
   ４色があります。
★色は60枚単位

★サイズ　34ｃｍ×48ｃｍ　約62ｇ
★白・青・ピンク・黄色の４色があります。
★注文は200枚単位、色は50枚単位

強度有り
210匁 !!

毛羽が出にくい!!
汚れが目立たない濃色系

綿
100％

品コード  688

110匁ライトタオル

（中国産）

ほつれ防止
二本針使用

★サイズ　約34㎝×48㎝
　　　　　約62g
★白・青・ピンク・黄・緑色の
　5色があります。
★色は60枚単位。

ラインナップ中最高のボリューム感

品コード  719

手のひらサイズ200匁タオル 200
匁

手触り感と
強度アップ !

★サイズ　約34㎝×48㎝　約56g
★４つ折りにすると手のひらサイズで使用感最高。
★洗濯機内でからみにくいため、
   汚れが落ち易く、干し易い。
★耐久性を重視。
★白・青・ピンク・黄色の
   4色があります。
★色は60枚単位。

手のひらサイズR型・高級手のひらサイズ及びスタンダード
サイズⅠ型についてはヨコ糸に30番手の糸を2本撚りあわ
せたものを使用しているため、耐久性がすぐれております。

綿タオル

★サイズ　約32㎝×52㎝　約56g
★Ｒ型手のひらサイズより厚手でふっくらした高級感あふれるタオル。
★白・青・ピンク・黄色の４色があります。
★色は60枚単位。

高級手のひらサイズ（国産）
品コード  721

180
匁

110
匁

105
匁

★サイズ　約34㎝×41㎝　約40g
★４つ折りにすると手のひらサイズ。 ★白のみ。
★車内用やセルフスタンド向けに最適な低価格タオル。
★色は60枚単位

品コード  708

手のひらサイズエコノミー型 130
匁

★サイズ　約27㎝×27㎝ 約32g
★青・ピンクの２色があります。
★色は60枚単位。
★車内用やセルフスタンド向けに
　最適な低価格タオル

2 3

★サイズ　約33㎝×40㎝  約34g
★グリーンのみ 
★60枚単位（180枚から注文可）　

セルフSS用に
拭き上げ用に最適!!

ふんわり厚手の
マイクロファイバー!!

★サイズ:約34㎝×50㎝　約56ｇ
★カラー:ネイビーのみ
★綿100％
★注文単位は300枚（300枚の倍数で願います）

汚れが目立ちにくい!
足回り関係の

拭き上げに最適!!

★サイズ:約34㎝×50㎝  
　　　　約55ｇ
★カラー:白・青・ピンク・黄色　
★綿100％
★注文単位は２ケース以上（白：200枚/1ケース、カラー：100枚/1ケース）

★サイズ:約34㎝×48㎝  約62ｇ
★カラー:青・ピンク・緑色・黄色　
★ポリエステル80％・ナイロン20％
★注文単位は300枚（300枚の倍数で願います）。各色20枚単位

★サイズ:約34㎝×50㎝　約56ｇ
★カラー：白・黄・ピンク・濃青・青色
★綿100％
★注文単位は300枚（300枚の倍数で願います）、各色20枚単位
 

品コード  730

ニューカーウォッシュタオル（ベトナム製） 210
匁

品コード  703

２００匁ＳＰタオル 200
匁

ラインナップ中、最高の吸水性！
そのまま使用しても良く吸い取ります。

アウトレット180匁（ベトナム産）

安価タオルの
決定版!!

内窓の汚れ！いやーな虫の死骸、
きれいに取ります。

特 

徴

●髪の毛の300分の1という超極細繊維を使用していますので、繊維と繊維の
　間に無数の空間があり、汚れをどんどん吸い取ってしまいます。
●ガラスクリーナー等の洗剤をほとんど使う必要がありませんので、地球にやさしい商品です。
●この布が汚れたら洗剤で洗って何回でも使えます。（手洗い・洗濯機共）効果は全く変わりません。

★サイズ　３0㎝×40㎝　
★材　質　ポリエステル80％　ナイロン20％



3 サーマルロール紙

◎社名印刷のないPOS伝票もOK!
社名印刷のない元売様式（５×３インチサイズ）のものは小ロットで承ります。（偶数単位）

社名印刷なしPOS伝票（各元売様式）

社名印刷入りPOS伝票

245 225

品コード
3枚複写 2枚複写

社名印刷入り POS 伝票

社名印刷なし POS 伝票

① 旧新日石 Nis 様式
② 昭和シェル Nis 様式
③ コスモ C-POS95
④ モービル様式
⑤ エッソ様式
⑥ ゼネラル様式
⑦ 汎用POSA
⑧ 新コモタ

274

品コード
3枚複写 2枚複写

見本は一例です。お気軽にお問い合わせください。

「オリジナル POS 伝票」
オリジナルデザインでお店に個性を持たせます。
※１枚目のウラ刷も致します。

幅80㎜

ミシン目あり

特注ロール紙も
承っております。
（CAT用 他）

SS用ロール紙

カラーロール紙

「オリジナル裏刷りロール紙」
＊オリジナルデザインがお店に個性を持たせます。

裏印刷も出来ます。
ロール紙使用のPOSシステムにも対応。

6 POS伝票
ＬＰＧ伝票や請求書などサイズ・様式の異なる伝票などPOS伝票ならどんなものでもOK!

営業備品（日常業務の必需品）

① ② ③ ④

⑥ ⑦ ⑧⑤

※オリジナル裏刷りロール紙の価格につきましては、お見積もりを致しますのでお問い合わせ下さい

・高保存タイプ
・ 高保存で耐水性に優れた
　タイプの2種類
<対応メーカー>カシオ、NEC、キヤノン、富士通、
フルノシステムズ、三栄電機

ハンディターミナル用ロール紙
高保存

ハンディターミナル用ロール紙
高保存・耐水性あり

幅80×直径40×コアなし8㎜
PD401

100巻【（5巻入/小箱）×20箱】
NT-100-65

100巻【（5巻入/小箱）×20箱】

商品名

サイズ
紙 質
梱 包

品コード  670

5 スキャンツール用ロール紙
スキャンツールは16ページに掲載

品コード  669

スキャンツール用
プリンタ

4 感熱ロール紙（灯油用・ＬＰガス検針用）
ハンディ
ターミナル用

品コード 商 品 名
I 型 　 印字保存性7年 80巻入 幅58㎜
IW型　印字保存性7年 60巻入 幅80㎜672

671
長さ

63m
63m

★１箱100巻入★サイズ：幅58㎜
品コード 商 品 名

クレジット用ロール紙∅60㎜ 幅58㎜（1箱50巻入）

表面カラー印刷ロール紙※

647

QT-18用ロール紙　　∅45㎜ 幅58㎜（1箱50巻入）653

657

62m
62m
62m
60m
62m
62m

長さ

650
651
652
662
663
665

Ａ型 　　印字保存性 10年 残存性◎
Ｂ型 　　印字保存性   7年 残存性◎
Ｃ型 　　印字保存性   7年 残存性○
Ｃ型60m   印字保存性   7年 残存性○
80㎜タイプ 印字保存性   7年 残存性○
Ｃ型ミシン目入り印字保存性   7年 残存性○

※受注生産・別途見積となります。カラーの種類：アサギ・ピンク・イエロー

284
331
303
293
323
311
280
328

サイズ:幅５８㎜×直径５０㎜×コア１８㎜　　１０巻入り/箱
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総パイル地。中国で生産したタオル。
名入れもできます。200匁（約62g）のみ。
★サイズ約34㎝×85㎝

中国製タオル（白色）
品コード  705

タオルを化粧箱に入れることもできます。
2枚入箱・3枚入箱・5枚入箱に「のし」
掛けをしますが、包装はいたしません。
箱代は1箱＝70円

●贈答用タオルのご注文注意事項

① ヒガエタオルは初回社名等の版下代として1色につき10,000円別途かかります。
　（捺染・プリントタオルは不要）
② 中国製タオル200匁・捺染・プリントタオルは社名印刷をしない場合
　10円引きとなります。
③ 干支タオルは社名印刷をする場合10円増しとなります。
④ 360枚以上は10枚単位でお受けします。
⑤ プリントと捺染タオルは120枚でもお受けします。（版代・送料別途）
⑥ 納期は全石連受付け後40日間です。（社名印刷の場合）

※のし掛け透明ポリ袋

※化粧箱
品コード  702

総パイル地
名前等をおぼろ染め（タオルを染色）したもの
★サイズ約34㎝×85㎝

捺染（なせん）タオル（白色）
品コード  701

両側平地付きタオル
平地部分に社名等を印刷
★サイズ約34㎝×85㎝

プリントタオル（白色）
品コード  701

名前などの部分を浮き出したように織ったもの。
織り型代が別途10,000円かかります。
★サイズ約34㎝×85㎝

ヒガエタオル
品コード  711

エコマーク認定品エコタオル（白色）
品コード  713

年末年始の贈答用に。（総パイル）
デザインは干支にあわせて変更致します。
★200匁（約62g）
★サイズ約33㎝×83㎝

干支タオル（中国生地）
品コード  712

デザインは干支にあわせて変更致します。

贈答用タオルの包装

他にもプチタオル、スポーツタオル、バスタオル etc.　各種タオル製品を取り揃え、豊富なラインナップで御要望にお応え致します。

今、話題の「今治ブランド フェイスタオル」を
ギフト用で取扱いしています

「今治ブランド」とは、生産から品質管理にい
たるまで今治タオル産地内で行われ、独自の
品質基準に合格した、最高品質のタオル製品で
あることの証です。
安心安全をお約束します。お見積りいたします
ので、全石連までお問合せ下さい。

営業備品（日常業務の必需品）

2 贈答用タオル　綿100％ （国産）

塩素系の薬剤や蛍光増白剤を使わずに生地を漂白する事で
天然の綿が持っている本来の柔らかさをそのままに仕上げている
タオルです。色合いは自然なオフホワイト。
パイルが立つためボリューム感があります。　　
★サイズ約33㎝×85㎝～90㎝



品コード  782,783,785,787,788

★サイズ　タテ9.4㎝×ヨコ19.3㎝　★１冊＝50組綴
★インク色
　3枚複写　品コード　165（セピア・赤・地紋入用紙にセピア）
　2枚複写　品コード　160（セピア・地紋入用紙にセピア）
★ノーカーボン用紙（白色紙）

★サイズ　タテ19.3㎝×ヨコ9.4㎝
★１冊＝50組綴（下敷なし）
★Ⅰ型─請求金額は合計金額のみの記載
★Ⅱ型─請求金額は合計金額の他に油種別に金額を記載
★受注単位：100冊単位

請求書Ⅰ型 請求書Ⅱ型

手書の請求書です。
Ⅰ型とⅡ型とがあります。

油種の確認時に本票をお客様にお渡しして、
誤売を防止しましょう。
★サイズ
　タテ11.5㎝×ヨコ8.2㎝
★１冊＝50組綴
★受注単位：100冊
★色紙使用

燃料ご注文票
品コード  005

★サイズ　タテ18.2㎝×ヨコ12.8㎝
★１冊＝50組綴
★受注単位：100冊
★色紙使用

車両ご確認証（チェック表付）
品コード  003

作業受注時に納車引換券となる本票を
お客様にお渡しして、車両引渡し事故を
防止しましょう。
★サイズ　タテ9.5㎝×ヨコ13.3㎝
★１冊＝50組綴
★受注単位：100冊
★色紙使用

車両ご確認証
品コード  004

★色紙使用
★１冊50組綴
★サイズ　タテ13.4㎝×ヨコ9.4㎝

手書伝票 Ｂ型
品コード　3枚複写 020　2枚複写 010

Ｂ型（一般様式）

★色紙使用
★１冊50組綴
★サイズ　タテ17.6㎝×ヨコ9.4㎝

手書伝票 Ａ型
品コード　3枚複写 050　2枚複写 040

Ａ型（一般様式）

★色紙使用
★１冊50組綴
★サイズ
　タテ9.4㎝×ヨコ17.6㎝

手書伝票 Ｙ型
品コード　3枚複写 080　2枚複写 070

Ｙ型（一般様式）

他に三連式、二連式伝票、更にサイズが全石連様式と
異なるオリジナルの伝票も作成致します。

営業備品（日常業務の必需品）

7 手書伝票（ノーカーボン用紙）

品コード　170 （注文時にⅠ型かⅡ型か指定して下さい）

8 請求書

品コード　3枚複写 165　2枚複写 160

9 領収書

A型、B型等の他にオリジナルの伝票も作成致します。

10 SSリスク対策用伝票
SSで発生するトラブルの未然防止に

【定形窓付封筒】

【エネオス窓封筒】

SSによって封筒の大きさ・窓の位
置が異なりますので、現在ご使用
の窓付き封筒または請求書用紙
など中に入れる印刷物をお送りく
ださい。【規格封筒】

営業備品（日常業務の必需品）

11 封筒類
定形封筒からエネオス窓封筒まで承ります。

12 カレンダー

特殊窓付封筒

エネオス窓封筒

特殊窓付封筒

特殊窓付封筒

51922.0　11.0

 (封筒の種類によっては既製品の取り扱いがないカラーもありますので、ご注文時にご確認ください)

コニーラップ(10色)

アクア

ホワイト

ブルー

グレー
グリーン

ピンク クリーム

★豊富なカラーバリエーションをご用意

透けない
ハーフトーン
カラー封筒

「透けないハーフトーンカラー封筒」は、
99%以上の高不透明度を実現させた原紙を
使用しておりますので、大切な情報が透けて
見えることはありません。また、洗練されたパ
ステル調の色合いが特徴的です。
「好きな色を選ぶと内容物が透けてしまう…」
といったお悩みも、7色の豊富なカラーバリ
エーションで解消できるのではないでしょうか。
あなたは何色を選びますか?

とても大切な情報が
透けて見えていませんか?

透けないハーフトーンカラー封筒(7色)

イエロー

シルバー

ミズ

ウグイス

スカイ

オレンジ

グリーン

グレー

ブルー

クリーム

規
格
封
筒

カレンダーは1年中使用される生活必需品。
ポケット付きだから、レシートや伝票類を
保存できてSSのお客様に最適 !

実用メモルダー

品コード 785

花メモルダー

品コード 782
クラフトメモルダー

品コード 783

卓上メモルダー

品コード 787

ナチュラル卓上

品コード 788

6 7

※全石連にお問合せください

名入れは50部から! 無地販売は1部単位でも可能です。



17 ポケットティッシュ
品コード 740

※8W（2枚重ね・8枚入り）と10W（2枚重ね・10枚入り）が
あります。

※それぞれラベル無し・1色刷り・2色刷り・3色刷り・4色
刷りをお選びいただけます。

ラベルデザイン例

16 品質確保法関連商品

氏名又は名称

登録年月日

登録番号

給油所の名称

品質管理者の氏名

使用する分析設備の種類

又は登録分析機関の名称

※石油系の薬剤で拭いた場合、文字が消える
　可能性がございますのでご注意下さい。

生産揮発油品質維持計画
経済産業省認定店危険物取扱者

在・不在 氏　　　　名
（免 状 種 別 No.）

（ 　 　 　 　 ）

（ 　 　 　 　 ）

（ 　 　 　 　 ）

（ 　 　 　 　 ）

保安監督者
又は代行者
危　険　物
保安監督者

代　行　者

★サイズ　ヨコ 620㎜×タテ400㎜
★材質　アルミ

品質管理の表示板
品コード  576

★サイズ　ヨコ 300㎜×タテ250㎜
★材質　鉄
　　　  のマグネット  2コ
　　　  のマグネット  1コ

危険物取扱者の看板
品コード  586

在
不在 ｝付属

★サイズ　ヨコ 600㎜×タテ150㎜
★材質　アルミ

認定店の看板
品コード  587

揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品質管理等に関する表示

営業備品

品コード  562

15 カードケース

カラー：ブルー・グリーン
ヨコ型とタテ型があります。
テープ有と無しがあります。

社名印刷する場合、刷色は金か銀となります。

ヨコ型 タテ型

社名なし・テープ有り

社名あり・テープ無し

社名あり・テープ有り

社名なし・テープ無し

種 類 カラー 品コード仕　　様

タテ・ヨコ
ブルー

グリーン
562

POSカードの収納用にお客様のカードを保護します

18 ボックスティッシュ
品コード 740

＊裏面に便利なカレンダー付き。
＊コンパクトサイズで使い勝手がとても良いです。
＊取り出し口が立体的に立ち上がりインパクトが
ある型。

＊年間通してご利用になれます。
＊お名入れも承ります。

2023年
干支ボックスティッシュ 50W（うさぎ年）
★ボックスサイズ　120×120×53㎜ 既製ボックスティッシュ干支ボックスティッシュ

ボックス底面

計画終了日　20　年　月　日
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カード2枚収納できます。
ロール紙、5×3インチ伝票両方に使えます。
★サイズ　105㎜×155㎜
★カラー　クリア（カード部分ブルー）★サイズ　108㎜×162㎜

★カラー　クリア・黄色・ブルー

R型
品コード 559

RS型
品コード 564

★サイズ　85㎜×132㎜×10㎜
★カラー　クリア
★カード1枚収納可能

他のクリアタイプ
（ピンク・黄色・ブルー）については
納期を多少頂きます。

NS型
品コード 554

カード2枚収納できます。ロール紙、5×3インチ伝票両方
に使えます。簡単パチットカバーでカードや伝票類が落
ちません。

★サイズ　ヨコ204㎜×タテ80㎜（広げた状態）
　　　　   ヨコ102㎜×タテ80㎜（折った状態）
★カラー　クリア

RV型
品コード 549

ロール紙専用のファイルです。クレジット扱い等の長いレ
シートを収納することが出来、また二つ折りにすることでコ
ンパクト化を実現しました。カードは2枚収納できます。

他のクリアタイプ（黄色・ブルー）に
つきましては、別途見積り致します。

営業備品

★材　質　紙・不織布
★サイズ　タテ100㎜×ヨコ79㎜
★数　量　1,000枚単位

オイルチェックシート
品コード　752

★材　質　ミラーコートタック紙製
★サイズ　タテ17.5㎜×ヨコ35㎜
　　　　　（1シート10枚入り）
★数　量　3油種セット　200シート

（ハイオク/50シート・レギュラー/100
シート・軽油/50シート）
油種別　100シート（1,000枚）単位

油種別ステッカー

品コード　3油種セット…742
　　　　　油種別　ハイオク…743　レギュラー…744
                          　軽      油…745

★サイズ　90㎜×150㎜×15㎜
★カラー　ピンク・黄色・ブルー・グリーン・クリア
★カード1枚収納可能

N型
品コード 社名入り 552　社名なしブルー 553　社名なしクリアタイプ 557

★材　質　ポリエステル製
★サイズ　タテ45㎜×ヨコ45㎜
★数　量　1ケース1,000枚入り

オイル交換ステッカー
品コード　社名なし…750　社名入り…751

オリジナル
ステッカーも
承ります

オリジナル
ステッカーも
承ります

13 管理用シート&ステッカー

14 POSファイル
大切なカードの保護に。社名印刷（箔押し）もできます。



POSカード（オーダーメード）
品コード　526～529

POSカード（レディーメード）
現代社会にマッチしたデザインＰＯＳカードを1３種類取り揃えました。各デザインとも「メンバーズカード」「キャッシュメンバーズカー
ド」を用意し、お客様に合わせてご利用いただけます。
社名を印刷するだけで、貴社の専用カードとして発行することができます。

※紙カードの取り扱いは終了いたしました。

商品名 品コード
①アースイエロー
②アースブルー
③星座ゴールド
④星座ブルー
⑤世界地図レッド
⑥世界地図ブルー
⑦Ｇゴールド
⑧Ｇシルバー
⑨地図ゴールド
⑩地図シルバー
⑪Ｐ／Ｔグリーン
⑫Ｐ／Ｔブルー
⑬GO ON YOUR WAY

セミオーダーデザイン名
a.パステルカラーⅠ　ブルー（掛売用）
b.パステルカラーⅠ　イエロー（現金用）
c.パステルカラーⅡ　ブルー（掛売用）
d.パステルカラーⅡ　ピンク（現金用）
e.キューブ　オレンジ（掛売用）
f.キューブ　ブルー（現金用）

592
593
590
591
594
595
530
531
532
533
534
535
536

（裏　面）

（裏　面）（表　面）

（掛売用） （現金用）

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫

全国で貴社だけのオリジナリティあふれたPOSカードです。
もちろん、社名・広告メッセージなど、自由にデザインすること
ができますから、貴社のイメージをお客さまに強く印象付ける
ことができます。現在お使いになっているカードがある場合
は、その現物見本を、新たに作成する場合は、デザインを描い
て色見本を添えてお送り下さい。（色見本は雑誌など、カラー
印刷されている紙の切り抜きでも結構です。）

オーダーメイドカードのデザインに
お悩みの際は是非ご利用ください。
ご注文の際は、デザイン名をお申し付け

ください。

※価格につきましては、お見積りをいたしますので全石連にお尋ねください。

a

b

c

d

e

f

また、セミオーダー用として掛売用3種、現金用3種の
デザインをご用意しました。

営業備品

20 POSカード
カード利用でお客様の固定化を促進します。

お店をイメージアップする1枚

お店独自のデザインがいきる

10 11

品コード　新品：545　リサイクル品：547

代表適合機種

EP-32
代表適合機種 LBP-470/1310

 カートリッジ510Ⅱ

LBP-3410

型式No.

代表適合機種

IPSiO SP6100H（30％増量タイプ）

IPSiO　SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330

型式No.

代表適合機種

型式No.

型式No.

TNR-M4A

MICROLINE18/18N/22/22L/22N/22NR

OKI

OKI

TNR-M4B

B4500ｎ

● お得な印字枚数3,500枚!!

● お得な印字枚数9,100枚!!
※写真はリサイクル品です。※写真はリサイクル品です。

※写真はリサイクル品です。

※写真はリサイクル品です。 ※写真はリサイクル品です。

※写真はリサイクル品です。

※写真はリサイクル品です。

RICOH RICOH

CANON

CANON

CANON CANON

推奨品推奨品

推奨品推奨品

営業備品

19 トナーカートリッジ
純正・リサイクルトナーカートリッジ 全メーカー取扱っています。業界最長クラスの１８ヶ月保証です。

● お得な印字枚数8,300枚!!

● お得な印字枚数19,500枚!!

EPSON

：E&Qマーク付きのリサイクルトナー

“大容量”や“30％増量タイプ”トナーカートリッジ
はリサイクルのみのお取り扱いです。
トナーの内容量を増やし、プリント1枚あたりの
印刷コストがさらにお得にご利用いただけます。
その他CANONカートリッジ509やRICOHト
ナーカートリッジタイプ720Bなどにも30％増
量タイプがあります。　詳しくはお問合せ下さい。

E&Qマークとは・・・・
コスト削減に加えて高い品質を保証するマークです
日本カートリッジリサイクル工業会が第三者審査機関を通し
て、環境管理・品質管理基準に基づいた厳しい審査を会員
の工場に出向き、毎年１回実施しています。環境管理基準は
6テーマ28項目、品質管理基準は４テーマ10項目にわたり、
全て合格する製品のみ本体と外箱にE&Qマークラベルが貼
付されています。

TNR-M4G2
B432dnw

推奨品推奨品

CANON

推奨品推奨品

推奨品推奨品

署 名 欄

社名印刷は
こちらになります。
（表面印字不可）

IPSiO SPトナーカートリッジ3400H

IPSiOSP3410/3410SF/3510/3510SF

LPA4ETC8

LP-2500

カートリッジ519Ⅱ（30％増量タイプ）

LBP-6300/6330/6340/6600

  カートリッジ303（大容量）

LBP-3000/3000B

 カートリッジ515Ⅱ（30％増量タイプ）
LBP-3310



営業備品

品コード  674

23 ムートンモップ
グローブタイプで
手洗い洗浄に
最適!!

全世界に向けすべてのユーザーから信頼されるTECHの最高品質タイヤ部修材です。

品コード  895

24 液晶保護シート

品コード  613

21 ブレーキパーツクリーナー
品コード  612

22 鉄粉除去剤 Feカッター

POS外設機などどのような
タッチパネルにも手軽に貼れて経済的！

★A4フリーカットタイプ
★10枚入り、サイズカット見本付

26 油膜取りクリーナー
品コード  611

シュッと気軽に除菌も出来る
油膜取りクリーナー

●対象面に拭きあとが
残りにくく、油膜・手
垢やホコリなどの汚
れを落とします。

●アルコール・除菌・消
臭・防カビ効果を発
揮し、清潔に保ちま
す。

●安全性の高い食品
由来成分を使用した
　油膜取りクリーナー
です。

油膜や手垢で汚れている、
            さまざまな場所で使える!!

★素材：
　羊毛（オーストラリア産）/
　ポリエステル
★サイズ：16㎝×25㎝
★1セット2個入

20ℓBIB ４ℓポリ容器缶

● 自動車のボディ・ホイールに付いた鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去できます。
● 市販品の約2倍！！ 鉄粉溶解力が非常に優れています。
● 鉄粉除去剤特有の嫌なアンモニア臭をカットしています。
● 「他社製品に比べて手荒れがしない」とのご好評を頂いております。
● トラップ粘土の様にボディを擦らず、傷をつけません。
● 洗車前に噴霧することで、洗車をしながら効率よく洗い落とせます。
● 数多くのディーラー、メーカーで採用されています。

驚異の洗浄力を発揮する鉄粉除去剤

㎖

ブレーキパーツクリーナー
 840㎖
〈荷姿〉840㎖×30本

440K
パーマキュアウルトラ
Sサイズ　50本入

TR413
スナップインTLバルブ
★全長43mm 
★適用リム穴11mm
★100個入×3袋

TR414
スナップインTLバルブ
★全長49mm 
★適用リム穴11.5mm
★100個入×3袋

FEH-5
鉄製貼付け用ウェイト　5g
★厚さ4.0mm 
　3kg（5g×12×50） 
★3kg×3箱

760
ケミカルセメント
ハケ付　235ml

機械部品洗浄剤

フロンガスを使用せず、また、有機
溶剤中毒予防規則の適用を受けな
い特殊溶剤タイプです。
ディスクブレーキやドラムブレーキ
等の制動装置に付着した油汚れや
磨耗粉等の汚れを飛散させずに簡
単に取り除きます。
工具やパーツ等の洗浄にも使用で
きます。

品コード  633

25 タイヤ部修材

12 13

品コード  811

28 携帯トイレ

災害緊急時用の
備蓄、渋滞・
レジャー用に
販売も！

災害緊急時用の
備蓄、渋滞・
レジャー用に
販売も！

【セット内容】
左上から右回りに薬剤、ビニール袋各４、ポンチョ、ポケットティッシュ、型紙

品コード  738

29 災害救急セット

災害対応型中核ＳＳの備蓄用や
車内常備の販売用として最適

●止血パッド付き包帯は自衛隊使用と同
等品

●ODAによる救援物資として本採用（8
カ国に１万セット提供）

●パックには日本赤十字社発行の冊子
　「救急法の基礎知識」同梱
　（赤十字許可済み）    

■セット内容
B001
①防護シート ②三角巾 ③止血パッド付き包帯 ④マジカル包帯 
⑤傷手当セット(ガーゼ、絆創膏、清浄綿) ⑥携帯型LEDライト 
⑦抗菌マスク ⑧不織布マスク

C001
C001は上記①～⑧に ⑨ガーゼ付き包帯 ⑩サイリュームライト
⑪メディカルマスクN-95がついた増量タイプとなります。

災害備蓄用に不可欠な医療品を
コンパクトにパック詰め

災害時のケガに対応するセットです。
事業所、各種施設などの備蓄に
災害時のケガに対応するセットです。
事業所、各種施設などの備蓄に

簡単

安心

安全

● ９個のLEDによる強力な光
● 20時間以上の長時間点滅
● クルマのボディに取り付け可能
● 全車種の発炎筒取付金具に対応
● 雨でも使用可能
● 国土交通省保安基準適合品

品コード  754

27 非常信号灯
車載発炎筒の代替装備として車検にも対応

● 処理剤の化学反応で殺菌● 悪臭やガスの発生が少ない！ 
● 便器が無くても大丈夫 ● かばんに入れて持ち運べます 

● 1箱20セット

営業備品

■セット内容

①救急用三角巾（1枚）　②救急用マジカル包帯【自着性伸縮包帯】（1個）　③
救急用傷手当てセット【ガーゼ、絆創膏、ノンアルコール清浄綿】（1組）　④災
害救急防護シート【レスキューシート】（1枚）　⑤サージカルマスク5枚入【不
織布マスク】（1袋）　⑥メディカルマスクN-95折りたたみ（1枚）　⑦保湿ポ
ケットティシュ（1個）⑧ふっくら梅がゆ【賞味期限3年】（3個）　⑨保存水
500ml【5年保存】（1本）
⑩長期保存用ウエットタオル　特大　（1枚）　⑪使い捨てカイロ（1枚）　⑫
LED手回しライト【ラジオ、携帯充電機能付】（1個）　⑬ヘルメット（1個）　⑭
軍手（1双）⑮携帯トイレ【3個入】（1袋）　⑯日本赤十字社編集　救急法の基
礎知識（1冊）　⑰収納（リュックサック）

災害時帰宅時命を守る救急セットD　
（企業及び事業所向け帰宅困難者支援セット）

⑰

B001

C001

ガラス

OA機器

ステンレス 調理設備

事務設備 ドアノブ

…など

外面
修理材

バルブ
＆

ウェイト

444K
パーマキュアウルトラ
Lサイズ　50本入

770
ケミカルセメント
ハケ無　205ml

リニューアル

■キズや汚れをガード
■のりを使わないシリコン吸着
■見易い高透明

独レーゲンスブルグ大学の研究所と
TriOptoTec GmbH社が開発。光触媒で一重項
酸素を生成し病原体※を減少させる技術です。

Dyphox®を取り入れた加工ニスです。Lock3マーク
はユーロ圏では抗菌・抗ウイルスの証として認知さ
れており、様々な印刷物に採用されています。

※すべてのウイルス・細菌に対して検証がなされたものではありません。

技　術

・室内の光でも効果があります
・屋外では約１年、効果が持続します
・お手入れは乾拭き ・水拭きでＯＫ

抗菌・抗ウイルス
コーティング
追加！

コーティング無しの
従来品もございます。



営業備品

30 洗車機用ケミカル
品コード　601

純正品 おすすめ商品 組合員価格

スーパーECOシャンプー
パームシャンプー
スーパーECOワックス
パームワックス
クリーマーMILD
DUコート
DUコート濃縮ECO
Gプロテクト
Gプロテクト濃縮ECO
プロスコート
ヴィーナスガード
グラスコートサラ
Duフレッシュ

ミラコンフォーム
ミラコンワックス
ミラコンコート
ミラコンエクストラスター
ミラコンデュオラスター

パワームース4
ベースコート2
キーパームース
ウイングムース
ウイングコート

FB
FK-2
FK-2 グロス
プリズムコート
ジャストワックス
スマートワックス
フォーミングシャンプー
ファインファームX
スーパーファインコート
FK-2 ステロ
FK-2 HYPER
プリズムグラス
アライガーコート
ライトフォーム

コーティングベース
ファイナルコーティング
コーティングMX
スーパーPコート
フィニッシュ
フィニッシュ2
ムースシャンプー
泡フォーム
スーパーFコート
ステロシャンプー
ハイブリットコート
スーパーPコートG
グラスARコート
泡フォームライト

PWムース
VSコート
コーティングムース
Wムース
Wコート

ベース
フィニッシュ
ハジックスX-18
Yファイナルコーティング
コーティングデュオ

株式会社ダイフクプラスモア 様株式会社ダイフクプラスモア 様

株式会社ダイフクプラスモア 様（旧YASUI）株式会社ダイフクプラスモア 様（旧YASUI）

エムケー精工 株式会社 様エムケー精工 株式会社 様

KeePer技研 株式会社 様KeePer技研 株式会社 様

ビューテー株式会社 様ビューテー株式会社 様
純正品 おすすめ商品 組合員価格

ハイクリンDU
ハイクリンDU
フィニッシュDU
フィニッシュDU
Cシャンプー
コーティングDU
ファイナルコーティングDU
スーパーGコート
スーパーGコート濃縮
PRコート
Vガード
サラG
APフレッシュ

5L×4
5L×4
5L×4
5L×4
5L×2
5L×4
5L×2
5L×2
5L×1
5L×1
5L×1
5L×1
5L×2

10L×1
10L×1
18L×1
10L×1
10L×1

10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
18L×1
20L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1

10L×1
10L×1
10L×1
10L×1
10L×1

純正品 おすすめ商品 組合員価格 純正品 おすすめ商品 組合員価格

純正品 おすすめ商品 組合員価格
6,350円
6,350円
10,350円
10,350円
6,850円
11,350円
11,350円
12,850円
12,350円
15,350円
13,850円
15,350円
11,650円

4,850円
10,350円
13,350円
16,850円
6,350円
6,150円
9,350円
6,350円
8,850円
6,350円
12,350円
16,850円
17,350円
5,550円

4,850円
6,350円
7,350円
9,850円
13,350円

6,850円
8,850円
7,350円
7,150円
9,150円

※洗車機メーカーによる保証はありません。                                  

EVシャンプー、SAミックス
EVリンス、Fリンス
EVワックス、Eガード
ファスティコート
リメイクスキート
EVシャンプー、SAミックス
EV リンス、Fリンス
EVワックス、Eガード
ファスティコート
SPベース
ファスティコートZ
NTスキート
シルキーコート
EBシャンプー
Dフォーミング
ティアラコートプレミアム
ティアラコートピュア
Tベース
ファーミングスプレー
フォーミングパック
ファイナルスプレー

ハイクリン2
ベース2
フィニッシュ2
コーティングD
コーティングNT
ハイクリン2
ベース2
フィニッシュ2
コーティングD
スペシャルベース
コーティングZ
コーティングNT
コーティングシルキー
EBベース
MDフォーム
Tコートプレミアム
Tコートピュア
フィニッシュB
FMスプレー
Fパック
Fスプレー

5L×4
5L×4
5L×4
5L×4
5L×2
10L×2
10L×2
10L×2
10L×2
10L×2
10L×2
10L×1
10L×1
10L×2
10L×2
10L×1
5L×2
10L×2
5L×4
5L×4
5L×4

4,850円
5,850円
6,850円
11,350円
12,350円
4,850円
5,850円
6,850円
11,350円
7,850円
11,850円
12,350円
12,350円
8,150円
9,850円
14,350円
14,350円
7,850円
6,350円
8,950円
10,350円

※非純正品（洗車機メーカーの保証はありません）

全国石油業共済協同組合連合会　FAX : 03-3597-1712

14 15



16 17

設備・補修工事

1

2

3

4

5

トヨタ

日産

ホンダ

マツダ

三菱

ソフト名称 選択する

6

7

8

9

10

スバル

ダイハツ

スズキ

M・ベンツ

BMW

ソフト名称 選択する

11

12

13

14

15

AUDI

MINI

VW

フィアット

アルファロメオ

ソフト名称 選択する

16

17

18

19

いすゞ

FUSO

UD

日野

ソフト名称 選択する

31



営業備品
品コード  608

32 工業用ハンドクリーナー

●保湿効果up!
　マイクロオーシャンコラーゲン配合で、潤いを保ちます。 
●環境にやさしい!
　PRTR法をクリアし、環境ホルモン等は一切含みません。
　トウモロコシの穂軸から生成したスクラブ剤を配合。
　本スクラブ剤は、排水後100％生分解されます。
 ●洗浄後もツヤツヤ!
　アロエエキス・カミツレ花エキス・
　トウモロコシエキス配合で、 
　洗浄後の手肌をすこやかに保ち、 
　さっぱりとした感じに洗いあげます。
●化粧品認可商品
　薬事法による化粧品の許可を受けた
　商品なので 、手荒れの心配もなく、
　安心してお使いいただけます。

1.4kgポンプ式
ポリ容器

1.2kg詰替用
パック

18kg詰替用BIB

手に優しい !
環境にも優しい !

18 19

設備・補修工事

災害などによる停電･配管破損時に緊急車両への給油が可能です。
※商取引での使用は計量法上認められていません。

吸引ホースを地下タンクに入れるだけで、簡単に汲み上げ始動（有料で試運転指導）。

手動式 足こぎ式

場所を取らない
コンパクト設計・
収納も便利
吐出量１５～２０ℓ／６０ｒｐｍ
ガソリン・灯油・軽油用
（タンク検尺棒付）

大量給油に向きます
適度な抵抗感
吐出量１５～２０ℓ／６０ｒｐｍ
ガソリン・灯油・軽油用（重油はオプション）

※細部の仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。

品コード  864

35 緊急用燃料油ポンプ 補助金申請される場合は、本会から斡旋は出来ません。
ご購入はメーカーまたは販売会社からとなりますのでご了承ください

動力
不要

吸引ホースを
地下タンクに入れ
ペダルを踏むだけ

簡単

吸引ホースを
地下タンクへ落とし
手動ハンドルを回して
給油します

簡単

停電時・
配管破損時でも
給油が可能

動力
不要

停電時・配管破損時でも
緊急車両への給油、暖房灯油の
注油が可能です スムーズ

足こぎ式だと
大量給油も
ラクラク

品コード  854

33 防犯カメラ

★カメラ3台・レコーダー1台・モニター1台 セット

※工事費・取付部材費等は含んでいません。

こんなＳＳにオススメです！
１ 防犯・クレーム対策をしたい

２ 投資費用を抑えたい

３ 信頼性の高い商品がほしい

・ 赤外線ＬＥＤカメラは別途照明不要で夜でも映像くっきり
・ 1ＴＢ ＨＤＤの大容量デジタルビデオレコーダー
・ インターネット経由で遠隔からスマートフォンや自宅ＰＣで
　ＳＳの現場状況を映像でチェック可能
　（固定IPアドレス契約別途必要）

●防犯・監視力メラにより犯罪を未然に防ぐーカメ
ラによる威嚇効果。
●鮮明な記録映像によってクレームに毅然と対処
できます。

●防犯・監視力メラはSS売上げ拡大のような能動
的に利益をもたらすものではないですが、起こる
かもしれない犯罪による被害を最小限に抑えリス
クの最小化を図るものです。

●中国の監視カメラは広く世界で採用しておりパ
ソコンなどのようにその信頼性は十分に確立され
ております。

赤外線LED付防滴暗視カメラ
ABV-Z56EA

システム構成例　屋外用カメラ3台の例

24型モニター・液晶ディスプレイ

4ch デジタルビデオレコーダ
AHD2.0

赤外線LED付防滴暗視カメラ

モデム・ルーター
モデム・ルーター

インターネット

スマートフォン(iPhone等)

遠方事務所や自宅のPC

ABV-Z56EA ABV-Z56EA ABV-Z56EA

設備・補修工事

品コード  869

34 非常用電源BOX



設備・補修工事設備・補修工事
品コード  849

36 LED照明

38 セイフティーエアーサクション

37 エアコンマスター
品コード  634

品コード  858

20 21



設備・補修工事

40 コンクリート／アスファルト補修材　ロックモル　ＳＳの床・クラック補修用に

22 23

品コード  625

水と混ぜるだけで素早く高耐久な補修が出来る高性能補修材
【用途】：ドライブウェイ補修・段差補修・クラック補修・縁石の継ぎ目補修等　【色】：２色　黒（アスファルト色）　　グレー（コンクリート色）
【施工目安】ボトル１本（６００ｇ）あたり、幅１ｃｍ×深さ１ｃｍ×４ｍ　　１箱（２０ｋｇ）あたり、１ｍ×１ｍ×厚さ１ｃｍ

①600g×3本セット

②600g×10本入お徳用

①600g×3本セット
②600g×10本入りお徳用

クラック補修・目地流し込み
防草処理 etc.

③2kg×10袋入り　計20kg
④4kg×  5袋入り　計20kg

※①の３本セットのみ黒とグレーの組み合わせが可能です。（例：黒１本、グレー２本）

施工動画はこちら ▼ 　http://www.lifeduct.co.jp

段差修正・パッチング
穴補修・壁面修正 etc.

①②ロックモルボトル
そのままボトルで注入

③④ロックモル
そのまま袋練

③2kg×10袋入　計20kg

④4kg×5袋入　計20kg

①

付属品等

水量目安

気温
30℃

気温
20℃

気温
10℃

特　徴

計量カップ（紙製）×3
ヘラ×3
ビニール手袋×3
説明書×3

※施工面が凹凸の無いツルツルとした状態や異物への施工の場合、接着性が低下する為、市販のプライマー等の
　併用をお勧めします。

160～180ml（600g/本）

使用目安 ◎
2～3分
15分
◎

7～8分
30分
○

20～25分
60分

可視時間
硬化時間
使用目安
可視時間
硬化時間
使用目安
可視時間
硬化時間

160～180ml（600g/本） 300～400ml（2kg/袋） 600～800ml（4kg/袋）

計量カップ（紙製）×5
ヘラ×1
説明書×1

計量カップ
（プラスチック製）×1
説明書×1

計量カップ
（プラスチック製）×1
説明書×1

② ③ ④

比較的、粘度を抑えたベースモ
デル。コテ通りの良さと、水量
を調整する事で薄層～立体成
型まで対応します。

水を入れて良く振り流し込むだけ
で、クラック等を簡単補修が出来
ます。

42 ビジネスダイアリー

季節商品

★サイズ:タテ163×ヨコ83㎜
★ページ数:全180ページ＋表紙カバー
★内容:
1週間見開きスケジュール表／月別ス
ケジュール表／カレンダー／メモペー
ジ／電話・住所書き込みページ／交通
機関時刻書き込み表／パーソナルメモ

品コード  A5判：565　B5判：566

年末年始の手廻り品に！
★サイズ　B5判 タテ257×ヨコ182㎜　   
               A5判 タテ210×ヨコ148㎜
★表　紙　特殊厚表紙（紺色）
★製　本　ツインリング
★ページ数　160頁

★内　容　月間予定表、メモ欄、印紙税法（抜粋）、 
 　金利換算表、年齢早見表、
   その他資料として充分役立つ情報が豊富。
★注文単位　100冊単位
★御社名　　中扉へ印刷（指定文字・マーク
などは別途料金）します。
　表紙または裏表紙に「箔押」を希望する場合
は別途5,000円（税別）になります。

43 オリジナル手帳
品コード  567

特徴
1 ゴールドのコーナー金具付き、

高級感あふれる本革風表紙カバー。

2 どんな筆記用具でもスラスラ書ける、
特別の手帳用紙を使用。

3 たっぷり書き込みのできる、
1週間見開きタイプ。

5 住所録は別冊。

週別スケジュール表の下欄に、
当月と翌月のカレンダーを並記。4

DIARY 2023

灯油かんにカバーをつけることで、
車で持ち運ぶ際、車内の汚れを防止!!

推奨マーク付ポリタンク

水入れ缶（白）ノズル付

★見本をご希望の方は、最寄りの組合または
　全石連までご連絡下さい。

品コード  621

45 灯油かんカバー

品コード  10ℓ缶：620 　18ℓ缶：619　 20ℓ缶：618　

4410ℓ・18ℓ・20ℓ灯油かん

41タイヤ袋
品コード　622

★材質：ポリエチレン
★ノズルは別売となります

■ 18ℓ缶（1ケース5缶入り）
★色：赤・青（ご希望の色をお伝えください）

■ 20ℓ缶（1ケース5缶入り）
★倒れにくいワイドかん
★色：赤・青（ご希望の色をお伝えください）

■ 10ℓ（1ケース10缶入り）
■ 20ℓ（1ケース5缶入り）

※仕様等につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

マチ付きなので、冬季用・夏季用タイヤ交換時の
一時的な保管の際には入れやすく、
持ち運びにも便利なタイヤポリ袋です。
★サイズ:0.02㎜厚×(横930×マチ320㎜)×縦1050㎜
★梱包箱サイズ510×300×135㎜　
★1ロット(2ケース)=400枚

※例：18インチタイヤ

ノズルセット
袋入り

キャップ
袋入り

別売り品

■10ℓ缶（1ケース10缶入り）
★色は赤のみ

Diary 2023

10ℓ 18ℓ 20ℓ

【持ち手無しタイプ】

「プラスチック製買物袋」
有料化の対象外商品です。

※持ち手有りタイプは取り扱い終了しました。

★サイズ　710×380㎜
★数　量　1ロット（1ケース）＝1,000枚
★材　質　ポリエチレン製　厚さ0.02㎜

39

発売開始以来17年連続年間納入実績No.1

10ℓ

20ℓ

水入れ缶
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除菌液
品コード  スプレー容器：623，手指用：640，拭き取り用：641

46 マイオックス ウイルスバスターウォーター

MIOX VirusBusterWaterは、
水と塩から生成する安心・安全な除菌剤。
塩素の7～10倍の除菌力があります。

東京都「新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業」採択事業

エタノールは揮発性が高いため、頻繁
に消毒を行う必要があります。 マイ
オックスウイルスバスターウォーター
は１回の除菌処理で、優れた除菌・消
臭力をが長時間持続します。 

特徴
1

エタノールと比較した優位性
マイオックスウイルスバスターウォー
ターは、国際的な第三者認証機関で
ある NSF International からその安
全性を認められています。また日本水
泳連盟からの推薦も受けています。

認められた高い安全性
マイオックスウイルスバスターウォー
ターは、米国環境保護庁から、ノロウイ
ルス、インフルエンザウイルスなどの菌
およびウィルスに対し、99.99％以上の
除菌力があることが認められています。

細菌・ウイルス除去に有効 

特徴
2

特徴
3

●ご注文は5 ℓ単位承ります。ラインナップの組み合わせは自由です。
●スプレー空容器は、ウイルスバスターウォーターを 5 個お買い求毎に
　2 個ご購入いただけます。購入は 2 個単位となり1 個・3 個などの奇
　数単位ではご購入出来ません。 
●スプレー空容器単独でのご購入は出来ません。 
●ご注文から出荷まで、約 1 週間程度必要とします。 予めご了承ください。 

・モザイクモール港北 都筑阪急 
・JR 広島ステーションビル
・箱根小涌園ユネッサン 
・生活協同組合連合会
・（株） シーエックスカーゴ 
・日本カルミック株式会社
・富士薬品
・米空軍横田基地 
・大阪医療センター
・東京都水道局 
・東京大学
・医療法人社団 博翔会 
・東京女子体育大学
・日本大学
・立教大学
・大阪千里阪急百貨店

主な導入先 商品名 MIOX Virus Buster Water 

1000 ml　/　500ml　/　100ml

5ℓ単位　混載可

株式会社スーリヤ

500ml スプレーボトル

・手指用
・拭き取り用

容　量

ラインナップ

注文単位

メーカー

オプション

●新商品　500ml　スプレーボトル　（溶剤入り）
　　　　　500ml　アルミパウチ　　（詰め替え用）
　　　　　100ml　スプレーボトル　（溶剤入り）

特許取得商品
第3051175号

日本水泳連盟
推奨品

NSF（ National Sanitation Foundation）
USEPA（米国環境保護庁）基準をクリアした安心の製品

NSF International 
ANSI/NSF 61 Official Listing

NSF インターナショナルは、公衆衛生・安全及び官僚品質に関するプロ
グラムとサービスにおいて最も信頼され独立した非営利団体です。

MIOX株式会社　ヘリントン様
新製品の認証おめでとうございます。
改訂された公式リストのコピーをお送りします

Barb Holt
Program Respresentative
Water Distribution System

According to EPA standards
- The Journal of family PracTice -

「 NSF／ANSI 61」の認証マークを取得済み！

感染症対策としての最も良い浄水方法とは？

1）3分間の煮沸　　　2）二酸化塩素タブレット
3）MIOX　　　　　　4）UV処理
5）孔径 < 1μmのフィルター装置

環境保護庁（EPA）の基準に従った浄水方法は5つあります。

これらは、すべてEPAの基準を満たしています。

～以下抜粋～

株式会社スーリヤ SURIYA Co., Ltd.製造元

TEL:03-6910-0929  FAX:03-6910-0931　http://suriya-ltd.com
101-0061　東京都 千代田区神田三崎町 2-4-13 コンポラビル 1F

ウイルスバスターウォーターはEPAの認定を
取得しています！（認定NO.69723-NM-001）

「細菌を99.9999％除去、ウイルスを99.99％
除去、原虫を99.9％除去できること」とされています。

EPAの基準は、

認定
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設備・補修工事

品コード　630

47 既設鋼製地下タンクのFRP施工 ～紫外線硬化・シート工法～ 特許第3594183号

漏洩検知装置付樹脂二重配管  特許第4421711号

49 サンフロイントの施工技術

1. タンクの延命
（健全なタンクにFRPをライニングすることでタンクの延命が可能です）

2. 低価格・短期間施工
（地下タンク入れ替えと比較して1/3位の費用、2基同時施工で7～10日間）

3. 二重殻タンクと同等の機能を提供
（一重殻タンクの内側をFRPで施工）

4. 土壌汚染の防止
（FRPで危険物の漏えいを防止します）

5. FRP（繊維強化プラスチック）は腐蝕せず
    電気も通しません。
6. ＥＴＢＥ（エタノール３％）に耐えられます
7. バイオディーゼル（ＢＤＦ）に耐えられます
8. 当施工方法により、安定した耐用年数が得られます
9. 紫外線硬化によるシート貼付だから全面を均一に補強◆タンク鋼板の状態を目視点検

◆タンク鋼板及びFRPの厚さを測定

10年経過後の開放検査時、
FRPをはがさずに
タンク鋼板の状態を
確認できます。

50 ビデオスコープ診断 実用新案登録第3140465号 51 配管内面ライニング 実用新案登録第3210606号

48 地下埋設タンク漏洩検知システム

二重で安心 !  センサー漏洩検知でさらに安心 !

製品の設計、製造、販売までを一貫して手がける世界で一流のフレキシブル配管メーカー
と手を組み、内管と外管の間に漏洩を検知するためのセンサーを組み込んでいます。一般
の一重及び二重フレキシブル配管も取り扱い、地下(タンク)埋設配管の用途に対応します。

特徴特徴

鋼製タンク内面ＦＲＰ二重殻構造（漏洩検知システム付き）
日本：特許出願2012-256961　実用新案第3196696号
オーストラリア：特許 第2012101365号

既設SF二重殻タンク等の内面に立体クロス構造FRPライニングを施し、
その微小空間に漏洩検知システムを設置し、地下タンク内側で漏洩を常時
監視するシステムです。

断面図 俯瞰図

詳細断面図

FRPシート （2㎜）

タンク鋼板部分 （6㎜）　

立体クロス

プライマー

詳細俯瞰図

タンク鋼板部分（6㎜）　

センサー （2.3㎜Φ）　

ポリエステルパイプ　

FRPシート（2㎜）

立体クロス

プライマー

老朽化したタンクと配管の健康診断
目で見て安心!タンクと配管に対する不安を解消!
漏洩の早期発見!安心・安全の確認!

専用特殊内視鏡

配管の内面ライニング工事で
既設配管が見事によみがえります

地下タンク内部の腐食状況 配管ジョイント部溶接不良

フレーク2層目塗布後、管内状況

工事の特徴

低コスト・高耐久力
新設するよりもコストが安く、且つ新設以上の耐久力があります。

流量が回復
流量が回復し、配管は見事に再生します。

■ ライニング用ピグ

■ 洗浄用ピグ

指定施工事業者　株式会社 サンフロイント
価格につきましては、指定施工事業者がお見積りをいたしますので、全石連までお問い合わせください。

※67ページに問い合わせ書がございますので、ご利用下さい。
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品コード  804

52 デジタルブレーカーECS

PCR検査キット
品コード  795

53 PCR検査キット

検査名： 新型コロナウイルス PCR 検査
検査種類： 核酸増幅法（RT-PCR 法）
検査手段： 郵送
対象地域： 全国対応可能
検査結果通知までの期間：検査機関に到着後平均で翌日



全石連中古車販売システム紹介事業 クラウド型 車販・整備システム紹介事業

54 全石連ASNET エーエス・ネット
品コード803

55 クラウド型 車販・整備システム紹介事業 ジョーカー
品コード803
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　　ジャンプスターター 33
 メモリーバックアップ 33
 4 バッテリーチェッカー　　　　　　　　　　33
　　蓄圧式粉末（ABC）業務用消火器/自動車用消火器 34
 5 カーエアコン用冷媒クーラーガス 34
 6 ワンタッチ給油栓-コッくんBタイプ 34
 7 車両保護カバー お手軽３点セット 34
 8 ガソリン携行缶 34
 9 衛生・消臭 モンダミンメディカルクリア 35
10 抗菌・消臭トイレマットECO 35
11   ファーストチェックポット 35
12 ニトリル手袋　　　　　　　　　　　　  35
　　油吸着シート-油だけ吸うたろう 　　　　　  35
　　企業用販促品　  　　　　　　　　　　　　36
　　サービスマニュアル 36
　　洗剤・油吸着材 38
14 エリエール i：na（イーナ）ティシュー／Cute Puppy 39
15 タイヤワックス 39
18  ファブリーズイージークリップ 39

      互換トナー・互換インク（エプソン／キヤノン／ブラザー他） 39
   　ICカード勤怠管理システム 40
  ガソリン計量機NEOYELL（ネオイエル） 41
     災害対応型　緊急用計量機・発電機 41
  油吸着材イーマット　　　　　　　　　　　42
　　配管水検知システム 42
　　灯油配送機器・高精度油面計 43
 計量機+ベーパー液化回収装置 44
 災害対応製品 45
 微生物の力で環境浄化するバイオ製剤 46
　　バイオ消臭剤 はるかに効く！シリーズ　消臭家族 46
11 バイオ消臭剤　OE-1（オーイーワン） 46
 ドライブスルー洗車機-REGROTH G 47
 磁歪式デジタル・スーパービジョン DSVX-2／
      統計学的在庫管理分析 SIRA 48
      SS業態開発のベストパートナー 49
     ベンゼン・油類汚染対策 50
　　SSの屋根・床等施設の補修工事　  　　　51
　　店頭告知サイン                                  52

そ の 他

商 品 ご 紹 介
コ ー ナ ー

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8 
 9
10
11
12
13
14
15
16
17　　　
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

1 ジャンプスターター

2 メモリーバックアップ

3 バッテリーチェッカー

品コード　614

全石連にお問い合せ下さい。

32 33
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① 簡単ワンタッチ脱着は　　　　　 だけ！
②　　　　　用に専用設計・開発！
③ 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれ“ゼロ”

6,500円
3,250円 2,850円3,100円

4 蓄圧式粉末(ABC)業務用消火器/自動車用消火器

ゴム入りハンドルカバー
ノンスリップポリシートカバー

車両保護カバーを試したい方に最適なセットをご用意致しました。

●箱サイズ／H160×W450×D290㎜
●内容／1ケース各50枚入

●三点が一緒に入るケース入り

お手軽３点セット
１セット

7,670円
１セット

ポリシートカバー
ノンスリップタイプ　透明フロント用
200席分入り

4,530円
１巻

ピタットガード
２００枚巻

8,360円
１セット

ゴム入りハンドルカバー
250枚入り

ノンスリップタイ
プなので整備作
業時に便利です。

握り部分をしっかりと
カバーします。簡単な
車両の移動も
可能です。

ピタットガード
ロールタイプでコンパクト! 
置き場所に困りません。
しかもペーパーマットに比べ
破れにくく水、油等もしみ込みません。
●裏面はすべり止め加工済みです。

全石連にお問い合せ下さい。

品コード　822

品コード　６33品コード　633

税別・送料込（但し沖縄・離島は別途）　

税別・送料込（但し沖縄・離島は別途）　

6 ワンタッチ給油栓-コッくんBタイプ5 カーエアコン用冷媒クーラーガス

品コード　633

7 車両保護カバー お手軽３点セット
品コード　642

8 ガソリン携行缶

ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに！
～溶剤を除くほとんどの液体に対応します～～溶剤を除くほとんどの液体に対応します～～溶剤を除くほとんどの液体に対応します～

ワンタッチ給油栓
これは
便利だ
これは
便利だ

B
タイプ

6,500円１個

３個以上
１個あたり
※税別・送料込（沖縄・離島は別途）
6,000円

オレンジ

●黄銅製1/2フルボアタイプ　
●アルコール可　
●ニッケルクロームメッキ仕上げ■材質：バルブ 黄銅／取付部・エルボ ＰＰ

■寸法：１５０Ｈ×５５Ｗ/２９０ｇ ■色：オレンジ・緑・黄・赤

※「出光樹脂缶」には別途
　アダプターが必要になります。
　1個１，０００円

信頼の
日本製

環境への影響、安全性、使いやすさ
等の厳しい評価をクリア

■容量　200ｇ缶
■内容　1ケース
      （200ｇ缶×30本入）セット

4缶単位
20ℓ缶

9缶単位
5ℓ缶

6缶単位
10ℓ缶

●材質 : 0.8mm鋼板

YR-20 YR-5YR-10

各50
枚入

取付時にはエア抜きをオススメしています。
※エア穴キャップ
（専用ポンチ・キャップのセット） 500円１個

※メーカーが変更になる場合が
  ございますのでご了承ください

環境に優しい 現在主流のHFC -134a。
主な用途はカーエアコン、
冷蔵機器等の冷媒です。

価格はお問い合わせ下さい

YA-10NXD YA-50XⅢYA-10NX YPM-4 YAM-10XⅡ YAM-20X

※リサイクルシール料金は本数分必要。
※1回の本体購入金額が3万円未満の場合、別途送料1,000円（沖縄・離島は別途）

※別途リサイクルシール代（非課税）が必要となります。

ノンスリップ
ポリシートカバー

ピタットガード

ゴム入りハンドルカバー

１缶
あたり

１缶
あたり

１缶
あたり

税別・送料込（但し北海道・沖縄・離島は別途）

自動車用消火器蓄圧式粉末(ABC)業務用消火器

購入本数の2倍まで廃棄回収サービス！

SSに設置する消火器の基準となる「能力単位」は、YA-10NXとYA-10XDは同性能です。薬剤量に関する指定の有無については、管轄の消防署でご確認ください。

4型

10型

20型

YPM-4
（加圧式）

YAM-10XⅡ

YAM-20X

1.8kg

3.5kg

6.0kg

5,200円

7,000円

16,000円

A    510円

A    510円

A    510円

A    550円

A    550円

A    550円

※リサイクルシール料金は本数分必要。
※1回の本体購入金額が3万円未満の場合、別途送料1,000円（沖縄・離島は別途）

（注）2倍を超える本数には別途手数料（1本あたり1,000円・税別）がかかります。また、事前に連絡を頂いた回収予定本数以上の回収は不可となります。

型　式：蓄圧式

10型

10型

50型

YA-10NX

YA-10NXD

YA-50XⅢ

3kg

3.5kg

20kg

3,900円

5,500円

45,000円

A    510円

A    510円

C 3,570円

薬剤量 組合員価格
（税別）

新品用リサイクルシール
（非課税）※

A    550円

A    550円

C 3,600円

廃棄用リサイクルシール
（非課税）※ 型　式：蓄圧式 薬剤量 組合員価格

（税別）
新品用リサイクルシール
（非課税）※

廃棄用リサイクルシール
（非課税）※

単品での
ご購入も
可能!!

３大特徴

品コード　623

9

サイズ：40.5㎝×20m 厚さ3㎜(ミシン目入り)
規　格:ロールタイプ　
吸油量:474㎖/シート(37.92ℓ/ケース)

税別・送料込(但し沖縄・離島は別途) 
11,500円1ロール

10 抗菌・防臭トイレマットECO

衛生・消臭 モンダミンメディカルクリア

品コード　 623

13 油吸着シート-油だけ吸うたろう
品コード　636

11 ファーストチェックポット
品コード　 623

全石連にお問い合せ下さい。

5,250円1枚 9,400円2枚組

Fragrance free

Lemongrass

Green forest

（
1
個
か
ら
ア
ソ
ー
ト
可
能
）

（
1
個
か
ら
ア
ソ
ー
ト
可
能
）税別・送料込(但し沖縄・離島は別途）

抗菌・
防臭

洗濯しても抗菌効果が低下しにくい環境にやさしいエコマット。
気になる臭いを抑え、跳ね返りをしっかりキャッチします。

水を吸わずに、油だけ吸いとる。

12 ニトリル手袋
品コード　643

●油だけ吸うたろうは、
　  こんな場所で大活躍　

ディンプルがさらに吸収力をUP!!
油の吸収をさらに向上させる秘密は、この凹み。
国際特許取得のディンプル構造は、表面積を
拡大させ、従来製品・同等品に比べ吸収力が
UPしました。

抗菌・防臭トイレマットECO

D型表面拡大 U型

サイズ：D型・U型60㎝×60㎝
材　質:表面/抗菌原料着色ポリエステル（PETボトル再利用品）
　　　裏面/抗菌NBRラバー（無機系抗菌剤練り込み）
厚  み:約10㎜（パイル長H9㎜/L5㎜、ベース2㎜）
カラー：シルバー/ブラック

有効期限
約6か月 ひと月約154円！

長持ちで交換の手間を削減します 

900円5個以上
1個あたり920円1個

税別・送料別途1梱包あたり1,000円(北海道・九州・沖縄・離島は別途）

換気扇
ダクト回り
（厨房外）

油缶の下
（保管場所）

バック
ヤード
出入口

INTCO
純ニトリル使い捨て手袋

ローコースト

世界基準の安心
アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニアの世界170ヵ国以上の国と地域に
品質の良い商品とサービスを提供し、FDAを初め世界中の承認を取得しました。アメリ
カやヨーロッパでは、医療用としてブランド指名されるグレードのものです。

災害時の備蓄や備品に最適なポーションタイプ。殺菌成分CPCが口を殺菌し、
歯垢付着・口臭を防ぐ。抗炎症成分GK²が歯肉炎によるハレ・炎症を防ぐ。出血
予防成分TXAが歯ぐきからの出血を防ぐ。低刺激ノンアルコールタイプ。

日常の歯磨きに加え、1包分を口に含み20～30秒程すすいでから吐き出す。
使用後、口を水ですすがなくてよい。

セチルピリジニウム塩化物水和物（CPC）、
トラネキサム酸（TXA）、

グリチルリチン酸ジカリウム（GK²）

●手袋内部に加工を入れ、パウダーフリーを実現。
●天然ゴム不使用のため、アレルギーが気になる方でも安心。
●お子さまの安全を考え、コーンスターチも入っていません。
●左右兼用の使い捨てタイプです。

製品特徴

使用分野
医療分野

介護分野

化学実験分析検査

製薬/化粧品分野

食品分野

精密機器製造

INTCO社（世界のニトリル使い捨て手袋のリーディングカンパニー）の正規販売商品です。

医薬部外品

用途

特長

使用方法

有効成分

内容量

JAN 4901080694713

梱入数

マウスウォッシュ

12mL 600（50×12）



14 企業用販促品
品コード　739

品コード　803

15 サービスマニュアル

（100枚入）

価格は1個あたりの単価です。　税別・２ケースから送料込（但し、沖縄・離島は別途）  デザイン等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

名刺入れ
ポケット付きタオル
メッセージ入れに
ご利用下さい

キッチンパック       
（1ケース＝600パック入）

250×350mm

1パック＝
16枚入×600パック＝9,600枚

16P

20円

格子ふきん
 （1ケース＝400枚入）
（各色100枚入）
340×340mm

34円

200匁フェイスタオル（熨斗）

82円

１枚ずつ取り出せるティッシュタイプの
ふきんです。台所やレジャーにも使えます。
くり返しご使用出来ます。

お手軽ふきん
 （1ケース＝35箱入）
（1箱＝20枚入）
300×200mm

134円

ケータイ水タンク
(1ケース＝50個入) 

最低300個以上のご注文で、
1個あたり＋60で水タンク本体に
印刷（1色）が可能です！（外袋は無し）

3,000個以上なら印刷費無料！

ケータイ水タンク
(1ケース＝50個入) 

6ℓ 245円

登山
防災 断水

キャンプ登山
防災 断水

キャンプ

15ℓ 380円

名刺
（メッセージ）
ポケット付

名刺
（メッセージ）
ポケット付

名刺
（メッセージ）
ポケット付
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洗剤
お取引様にご提案されたことはありますか!!! 外販用の商材としてもご検討頂けます。

洗車・窓拭きタオルの洗濯に最適！洗車・窓拭きタオルの洗濯に最適！

工業用高性能洗浄剤
グリーンスイーパーシリーズ

驚異の洗浄力 ！  環境に優しい！ 
 臭いが少ない！  ヌメリが無い！ 
  泡切れが良い！

■ PRTR法には抵触しません

液 性 弱アルカリ性
生 分 解 度
使 用 方 法 汚れに合わせ希釈

アルカリ性

汚れに合わせ希釈
荷 姿

 高性能液体吸収材
抜群の吸収力により、廃棄物の減量化が図れます！

抜群の保持力と耐久性に優れています！ 難燃性タイプの吸収材です！

FUEL SYSTEM CLEANER
FLASH WORKSフューエルシステムクリーナー

DPF＆インジェクションクリーナー

フラッシュ ワークス

この1本が
走りを変える！
燃料タンクに
入れるだけでOK!

燃料系洗浄剤

堆積したデポジットを洗浄する成分配合

燃料噴射ノズルを改善に導く高濃度PEA

吸気バルブに堆積したデポジットを除去し、
アクセルレスポンスが回復します。

オイルタイプ ユニバーサルタイプ
撥水性に優れ、油だけを吸収

シート / ロール / ソックス / ブーム / スイープを各種ラインナップ
油・酸・アルコール・クーラント液などあらゆる液体の吸収が可能

シート / ロール / ソックス / マット各種をラインナップ

エンジンオイル・ギヤー油・タービン油においては国内唯一の「JISマーク認証取得工場」です。

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11-33
TEL 0829-31-1277　
FAX 0829-32-8921
ISO9001認証取得 中国興業株式会社 本社工場・佐伯工場

ISO9001：2015 認証取得　JISマーク認証取得工場

シート OBW-75BXシート OBW-75BX

 スイープ OSW-80 スイープ OSW-80

 ブーム OSW-51S ブーム OSW-51S

OSW-51S（ブーム）

OBW-75BX（シート）

OSW-80（スイープ）

98.9% 93.3%

16 洗剤・油吸着材
品コード　603 品コード　604

油吸着材
品コード　636

※表示価格は全て税別です。

SS現場のタオル用洗浄剤SS現場のタオル用洗浄剤

タオルクリーンSSタオルクリーンSS
● ガンコな汚れを素早くきれいに落
　とします。
● 液体タイプなので水に溶けやすく、
　粉末洗剤のような「溶け残り」が
　ありません。
● 少ない使用量で経済的でコストが
　削減できます。
● タオルへのダメージを軽減します。

荷姿１８ℓポリ容器（コック・計量カップ付）

水量の目安
(洗濯物の量)

45ℓ(3.0kg) 25㎖ 720回
30ℓ(1.5kg) 15㎖ 1200回

使用量
の目安

１箱(18ℓ)分の
使用可能回数

全石連にお問い合せ下さい。

かわいい子犬の
Cute Puppyもあります！

工リエールi：na（イーナ）ティシュー
150W5P

【個装】225×229×110　797ｇ
【ケース】472×465×342㎜　

【個装入数】150組×5カートン
【ケース入数】12パック（60カートン）

【個装】 220×115×50㎜

※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。

やわらかさに、きめ細やかななめらかさをプラス。
柔軟仕上げのやわらかさきめ細やかななめらかさをプラスしました。
使うたびに肌に心地よいティシューです。

17 エリエール i：na（イーナ）ティシュー／Cute Puppy
品コード　７４０

20 互換トナー・互換インク（エプソン／キヤノン／ブラザー他）
品コード  596 ＊純正品ではありません

販売元：日本ナインスター株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252 ユニオンビルディング6F

電話 048-871-7500

キヤノン用激安互換インク
高品質互換インクカートリッジ
５色セット
BCI-351XL+350XL/5MP互換
BCI-326+325/5MP互換
BCI-321+320/5MP互換
BCL-371XL+370XL/5MP互換

2,200円～
税別・送料込(沖縄・離島別途)

税別・送料込(沖縄・離島別途)

キヤノン用
高品質互換トナー
カートリッジ
CRG-519Ⅱ

ブラザー用激安互換インク
高品質互換インクカートリッジ４色セット
「LC10-4P互換、LC11-4P互換、LC12-4P互換」
「LC111-4P互換、LC113-4P互換」

1,700円～
税別・送料込(沖縄・離島別途)

エプソン用激安互換インク
高品質互換インクカートリッジ６色セット
ＩＣ50シリーズ　　ＩＣ6ＣＬ50互換 
IC70Lシリーズ 　IC6CL70L互換
IC80Lシリーズ　 IC6CL80L互換

2,100円～
税別・送料込(沖縄・離島別途)

価格はお問い合わせ下さい
※発送は5ケース以上となります。※離島・沖縄は配達不可。

価格はお問い合わせ下さい

3,500円
19 ファブリーズイージークリップ

税別・送料込（但し沖縄・離島別途）

販促品の決定版！!

日
間約

消臭長続き
30

24
1箱

販促品の決定版！!

自動車用消臭剤
No.1
ブランド! 1箱:2㎖×24個 最低注文単位:2箱

クルマの
嫌なニオイを
消臭！

●様々なキャンペーンの景品に
●新規客をリピート客につなげる!!
●お客様にさらなる満足と売り上げアップに貢献!

1個あたり 170円

品コード　633

18

品コード　739

(1箱)

4,080円

5,800円

タイヤワックス

税別・送料込（但し沖縄・離島別途）

Tブライト
プレミアム18ℓ

上品な

　　 が特
徴！

【個装入数】150組×5カートン
【ケース入数】12パック（60カートン）

Cute Puppy
150W5P

グリーンスイーパー
NEO グリーンスイーパー

オイル専用シート〈41cm×51cm〉10枚・
オイル専用ソックス〈φ7.6cm×122cm〉2本・
スリックスイーパー〈油膜分散剤〉500㎖・
ビニール手袋1人分・ゴミ袋1枚・石鹸1個・
使用説明書1枚

SPC◯R  漏洩対応緊急セット 
 スピルキット 【1台・1現場】の
  必需品!

Before  After

Before  After

インジェクショ
ンノズルの汚
れを落とし、燃
料噴射料が改
善します。

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

燃料を注入する前
に燃料タンクにフ
ラッシュ ワークス
をよく振ってから
投入する。

燃料が燃焼すると
同時にススの中に
フラッシュ ワーク
スが取り込まれる。

スス粒子間の結合
を弱め燃焼起点と
なり固体（C）から
ガ ス（CO2）へ 変
換しやすくなる。

ススが効率的にガ
ス（CO2）に変換さ
れ排気ガスとして
排出されることに
より、DPFの詰ま
りを改善する。



23 災害対応型　緊急用計量機・発電機

22 ガソリン計量機 NEOYELL（ネオイエル）21 ICカード勤怠管理システム

全石連にお問い合せ下さい。
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26 灯油配送機器・高精度油面計

灯油配送機器

高精度油面計

全石連にお問い合せ下さい。

25 配管水検知システム

品コード  636

24 油吸着材イーマット
日本道路公団「平成13年度維持管理業務等技術現場アイデアコンクール」にて、高い評価を頂いております。

更に製造特許 特許 第302610号取得

驚異の吸着能力!（1枚で約2㎏以上の油を吸着）
古紙から作ったリサイクル品、環境対策に最適!

油吸着材イーマット 車載キット

使用例 使用例

○ 
【特徴】
○ 素材 ： 天然繊維と少量のポリエステルを使用。（焼却可）
○ 形状 ： マット
○ 水面上に浮いた油を自重の10～１２倍吸着します。
○ 一度吸着した油は水中に戻しません。
○ 水に混ざった溶剤（トルエン・ベンゼン等）も溶剤のみ吸着。
○ 床や路面にこぼれた油回収（水と混ざっていても油だけ吸着。
○ 製品サイズはご相談に応じられますのでお問合せ下さい。

営業3部
〒416-0931 静岡県富士市蓼原110
☎：0545-63-1212 FAX：0545-61-0300
http://matuoka-shigyo.jp/

【ラインアップ】
○ 50㎝×50㎝×１㎝  1ケース  25枚入5,750円、   50枚入10,000円
○ 50㎝×25㎝×１㎝  1ケース  50枚入5,750円、 100枚入10,000円
○ 25㎝×25㎝×１㎝  1ケース 100枚入6,250円、 200枚入11,250円
○ 車載キット  50㎝×25㎝×１㎝  6枚
                  ビニール手袋        4枚       
                  ビニール袋       　 3枚

【使用例】
○オイル交換時の油漏れ対策。
○機械周りの油漏れ対策。
○油水分離槽の浮上油処理。
○床や路面にこぼれた油回収（水と混ざっていても油だけを吸着します）。

登録番号0173

無料サンプルも有ります

（税別・送料別）

1セット１ケース16セット入
１セット　11,250円
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28 災害対応製品27 計量機＋ベーパー液化回収装置
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32 ドライブスルー洗車機-REGROTH G

全石連にお問い合せ下さい。

車のシートやエアコンのニオイに

油流出!!　油もれ!!
　　緊急対応時の常備品として!!

●アルコール系石油系の溶剤を一切使用していない完全
　水系の油処理剤です。
●中和剤と違い乳化白濁せず油処理ができます。

緊急時
の
対応

土壌汚染
浄化

微生物の力で
汚染土壌を浄化します。

● 優れた経済性
原位置浄化工法により安価で浄化可能です。大がかりな設備を使用
することなく施工できるため、幅広い汚染場所に対応できます。

● 安全性
使用する微生物の安全性が確認されており、環境に負荷をかけるこ
となく浄化できます。

● 営業中でも浄化作業可能です。
● 閉鎖後であれば汚染土壌にオイルゲーターを攪拌し、バイオ製剤を
 　注入することにより、浄化を早めることが可能です。

ユニバース開発株式会社 環境事業部

水面にこぼれた油には…………… 浮上油用油吸着材
●古紙のリサイクル品を使用した綿状の油吸着材です。
●特殊撥水加工がしてあるため、水を吸わずに油だけを
短時間で吸着します。

セルソーブ

二次汚染防止には………… 二次汚染防止型油処理剤オイルメディ

油
吸着剤

油
吸着材

油
処理剤

地面にこぼれた油には…
●毛細管現象により油を吸着し固定化します。
●揮発を抑制します。 ●微生物の力で油を分解します。

オイルゲーター油吸着材/土壌改良剤

➡ ➡

鉱物油の分解を得意とする微生物を添加して
土壌を浄化する技術です。

特 徴

バイオ注入浄化システム

バイオ製剤投入

注入用ポンプより
バイオ製剤注入

30 バイオ消臭剤　はるかに効く！シリーズ　消臭家族（店頭販売用）

29 微生物の力で環境浄化するバイオ製剤

31 バイオ消臭剤　OE-1（オーイーワン）

品コード　636

品コード　６２３

品コード　623

無害・無臭のバクテリアの力で腐敗臭を元から分解!!
人やペットに全く害のないエアゾールタイプの
バイオ製品が新登場!!効果は長時間持続
●悪臭の元を水と二酸化炭素に分解し、長時間悪臭を防
ぎます。●カビの発生を防ぎます。●ゴキブリ、ハエの害虫
対策として効果があります。●全て天然成分なので環境に
優しくもちろん100%生分解
性です。●消臭剤自体が無
臭だからどんなものにも利用
できます。●分解消臭、臭い
の元を分解するから臭いが再
発しません。●エアコンフィル
ター・吹き出し口に10秒程度
スプレーして下さい。

生ゴミのニオイがこびりついたキッチンまわりや、
ペットの嫌なニオイがこびりついた室内に タバコのニオイがついた室内に

230㎖

オ ー イ ー ワ ン

悪臭で困っている皆様、
簡単に解決できる

新しい消臭剤の登場です

無臭
無香料●ペットの臭い

●カーペットの臭い
●ペットの臭い
●カーペットの臭い

●タバコの臭い●タバコの臭い
●自動車の室内
●自動車のエアコン

全石連にお問い合せ下さい。

場所を選ばず
徹底消臭
専用だから
効果実感 !!

おしっこ・うんち専用

微生物の力で
分解無臭化

赤ちゃんやペットが
いても安心 !!

キッチン・生ゴミ専用

ニオイとともに
詰まりも防止

パイプを痛めずに
しっかり消臭

浴室・洗面所専用

ニオイが
再発生しない

ペット専用

速攻効果
すぐ効いて

効果、
長持ち !

微生物分解
だから

消臭力
抜群 !!

環境と人に優しい

税別・送料別途

税別・送料別途

税別・送料別途

14,600円1袋(12kg)

14,600円1袋(7.5kg)

26,000円1缶(20ℓ)

14,600円
1箱(500㎖×12本入)

14,600円
1箱(500㎖×12本入)

14,600円
1箱(500㎖×12本入)

20,000円
1箱(230㎖×20本入)

18,800円
1箱(1ℓ×12本入)

税別・送料別途

送料は1個口につき600円（但し沖縄・離島は別途）

税別・送料別途
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33 磁歪式デジタル・スーパービジョン DSVX-2／統計学的在庫管理分析 SIRA 34 SS業態開発のベストパートナー
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35 ベンゼン・油類汚染対策

高いコストパフォーマンス！ 豊富な実績！
二次処理不要！　地球に優しい確かな技術！
高いコストパフォーマンス！ 豊富な実績！
二次処理不要！　地球に優しい確かな技術！

★バイオレメディエーションならＳＳ営業中の浄化も可能！
★行政への対応や各種申請のお手伝いもサポート！

★ＳＳ閉鎖後の浄化工事補助金申請手続きのサポートもOK！

土壌・地下水汚染浄化
従来の汚染対策の課題を解決する
バイオレメディエーション

バイオレンジャーズは複合バイオ製剤「オッペンハイ
マー・フォーミュラ」を用いて、土壌・地下水汚染対策
を行います。
「オッペンハイマー・フォーミュラ」は、自然環境から
採取された複合微生物系で、優れた油分解能力をも
ち、ガソリン・灯油・軽油やA重油・潤滑油などの重
質油まで、さまざまな油を水と二酸化炭素に分解し
ます。 既に数多くの油汚染現場で効果を発揮し、そ
の有効性と安全性が実証され、石油元売り各社での
採用実績があります。

トリータビリティ
（適合性試験）

コンサルティング
（対策計画）

対策・措置
（施工・管理）

モニタリング
（浄化確認）

完了

浄化対策≪バイオレメディエーション≫を行う前に、土壌・地下水の油汚染に対する微生物の適合性を確認するトリータビリ
ティ（適合性試験）を行います。適合性が確認された後、対策計画を立案し現地での施工を行います。トリータビリティから対
策計画・施工（管理）まで弊社にて行うため、確実性が高く、低コストなサービスをご提供することが可能です。※対策工事の
規模によっては、御相談の上、別途施工会社をご紹介することがあります。

EPA（米国環境保護庁）NCP（国家緊急対応計画）登録「Oppenheimer Formula」
国土交通省NETIS：KT-060059「複合微生物製剤による油類の浄化技術」※掲載終了技術

ＳＳ営業中浄化工事（参考写真） バイオ製剤による油分解イメージ図

バイオ（微生物）による油・VOC汚染の浄化、土壌・地下汚染の浄化対策

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-1-17 宮中ビル7F https://www.bri.co.jp/

株式会社

バイオレンジャーズ
■ お問い合わせ

TEL．03-5833-7181
FAX．03-3863-1520

Oppenheimer Biotechnology Solution.Oppenheimer Biotechnology Solution.

数々の実績に裏付けされた
オッペンハイマー・バイオレディエーションが、
油汚染対策における従来工法の課題を解決し、
環境に優しく、高効率・低コストの浄化手法をご提供します。

数々の実績に裏付けされた
オッペンハイマー・バイオレディエーションが、
油汚染対策における従来工法の課題を解決し、
環境に優しく、高効率・低コストの浄化手法をご提供します。

Q

品コード 625

36 SSの屋根・床等施設の補修工事

ガソリンスタ
ンドにこんな

ありませんか
？

屋根の
遮熱

窓の
遮熱

屋根の
補強

鉄柱の
補強

看板の
倒壊防止

ライン
塗装広範囲の

欠損補修

消臭
抗菌

鉄骨階段
の補強

防錆

健康対策

全石連にお問い合せ下さい。



ＬＥＤプライスサイン
※白文字対応も可能です。別途費用等詳細はお問い合わせ下さい。

37 店頭告知サイン

反射面板で夜でも視認性抜群。
誘導サインに最適です

● サイズ：Ｗ５００×Ｈ１,１８０×Ｄ３５０(㎜)
● 重量：６.５ｋｇ（水満量時　約５０．５ｋｇ）
● 仕様；本体／ポリエチレン、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

全石連にお問い合せ下さい。

マルチポップＭＰＳサイン

カラーコーン／反射コーン／コーンベッド コーンサイントップ

１油種価格看板ミニ

３油種上部ＰＯＰ付

小型３油種上部ＰＯＰ付

小型１油種マグネット表示付

全石連にお問い合せ下さい。

反射面板の
オリジナルデザインは、
お問い合わせください。

SSの必需品です。
●申込単位:１台(パネル両面付き)
●サイズ:W280 xH412 xD88(㎜)
　表示ステッカーサイズ250×250(㎜)　
●製品重量:0.4kg
●材質:ポリエチレン樹脂製
●付属品:コーン固定ネジ2本

＊表示ステッカーは下記の中から
　２枚をお選びください
＊コーンは別売りです

カラーコーン
出荷単位
色
サイズ
重量
材質

５ 個
赤・青・黄・緑
W380×H700×D380(㎜)
約 １ Ｋｇ
ポリエチレン樹脂

コーンベッド
出荷単位
色
重量
材質

５ 個
黒
２Ｋｇ
黒ゴム

反射コーン
出荷単位
色
サイズ
重量
材質

５ 個
赤白・青白・黄白・緑白
W380×H700×D380(㎜)
約 １ Ｋｇ
ポリエチレン樹脂
ライン　反射テープ

コーンバー
サイズ
出荷単位
色：黄／黒
素材

Φ34　長さ2ｍ、1.5ｍ
４本
黄／黒　白／赤
ＡＢＳ、ＰＥ

メッセージスクリーンフレーム

メッセージスクリーン

スプリングの取付位置を変える事により
斜めにも垂直にも掲示する事ができます。

MS-01  　MS-02   　MS-03  　MS-04 　　MS-05

MS-06  　MS-07   　MS-08  　MS-09 　　MS-10

●サイズ：W９５０×H１９３０×D１０００(㎜)
●仕様：スチールパイプ、プラスチック　
　ジョイント、スプリング４個付、組立式

●サイズ：W750×H1780
●仕様：ターポリン、インクジェット印刷、
ハトメ４ヶ所、防炎シール付

※オリジナルデザインは、
　お問い合わせください。

※注水タンクは別売です。

注水タンク２個セット
サイズ：W165×H175×D510(㎜)

仕様：注水容量12ℓ

オリジナル
デザインは、
お問い合わせ
ください。

★オリジナルデザインは
　お問い合わせ下さい。上部POP・反射マグネット表示例

￥29,800
(税別・送料込(但し沖縄・離島別途))

￥3,300
              (税別・送料別:価格表参照)

価格表を参照下さい

価格表を参照下さい

●サイズ：W900×H1955×D800（㎜）
●数字サイズ：8の文字寸法W196×H285
●重量：片面：約35ｋｇ（水満水時約95ｋｇ）
　　　　　 両面：約39ｋｇ(水満水時約99ｋｇ）
●仕様：本体／アルミ製
　　 　　　脚部／スチール製
　　　　　 油種、価格表示／超高輝度ＬＥＤ
　　　　　 上部、下部／マグネットシート貼付可
　　　　 　電源／定格入力ＡＣ100Ｖ　50Ｈｚ/60Ｈｚ
　　　 　　動作温度／－20℃～40℃
 　　　　　ウェイト注水タンク12ｋｇ×5個付き
　　　　　 付属品：リモコン、取扱説明書
　　　　　＊表示部片面仕様は裏面白面板
●電源コード：15ｍ　
●省エネ機能：エコモード搭載
　　　　　　　　　 自動調光・手動５段階明るさ調節可能
●出荷目安：受注後約4週間

● サイズ： W617×H1080×D600（㎜）
● 数字サイズ：8の文字　Ｗ150×Ｈ285（１文字）
● 重量：片面／約22ｋｇ
　　　　 　両面／約23ｋｇ
● 仕様：本体／アルミ製
　　　　　脚部・天蓋／スチール製
　　　　　下部／マグネットシート貼付可能
　　　　　電源／定格入力ＡＣ100Ｖ　50Ｈｚ/60Ｈｚ
　　　　　動作温度／－20℃～40℃
　　　　　付属品：12ｋｇ水タンク３個、リモコン、取扱説明書
　　　　　＊表示部片面仕様は裏面白面板
● 電源コード：7ｍ　
● 省エネ機能：エコモード搭載
　　　　　　　　　 自動調光・手動５段階明るさ調節可能
● 納期：ご発注後約4週間

上部ＰＯＰで

「会員価格」などの

適用条件を

わかりやすく表示

お求めやすい

低価格の３油種表示！

上部ＰＯＰで

「会員価格」などの

適用条件を

わかりやすく表示

片面 ￥485,000
両面 ￥653,000

（税別・送料別：価格表参照）

片面 ￥211,000
両面 ￥299,000

              (税別・送料別:価格表参照)

片面 ￥205,000
両面 ￥272,000

              (税別・送料別:価格表参照)

片面 ￥345,000
両面 ￥546,000

              (税別・送料別:価格表参照)

ミニサイズなので車両や
歩行者の視界の邪魔に
なりません。

間口が狭いＳＳでも
少しのスペースがあれば
設置できます

２台目の価格表示にも最適。

お求めやすい低価格！

小型のため
どこに置いても
邪魔になりません。

反射マグネットで
「会員価格」などの
適用条件を
わかりやすく表示。

● サイズ： W1020×H2341
            （本体はＨ2000）×D1320（㎜）
● 数字サイズ：8の文字
             Ｗ195×Ｈ385（１文字）
● 重量：片面／約127ｋｇ
                   （水満量時247ｋｇ）
　　　 両面／約135ｋｇ
                   （水満量時255ｋｇ）
● 仕様；本体／アルミ製
　　　　　脚部、水タンクカバー／スチール製
　　　　　油種、価格表示／超高輝度ＬＥＤ
　　　　　上部ＰＯＰパネル部／ 表示パネル
　　　　　マグネットシート交換可能　
　　　　　下部パネル部／マグネットシート貼付可
　　　　　電源／定格入力ＡＣ100Ｖ　50Ｈｚ/60Hz
　　　　　動作温度／－20℃～40℃
　　　　　ウェイト注水タンク12ｋｇ×10個付き
　　　　　付属品：リモコン、取扱説明書
　　　　　＊表示部片面仕様は裏面白面板
● 電源コード：15ｍ　
● 省エネ機能：エコモード搭載
　　　　　　　自動調光・手動５段階明るさ調節可能
● 納期：ご発注後約4週間

● サイズ：W900×H1600×D800（㎜）
● 数字サイズ：8の文字寸法W195×H385
● 重量：片面：約34ｋｇ（水満水時約94ｋｇ）
　　　　　 両面：約38ｋｇ(水満水時約98ｋｇ）
● 仕様：本体／アルミ製
　　 　　　脚部、マグネットベース／スチール製
　　　　　 油種、価格表示／超高輝度ＬＥＤ
　　　　　 上部、下部／マグネットシート式
　　　　 　電源／定格入力ＡＣ100Ｖ　50Ｈｚ/60Ｈｚ
　　　 　　動作温度／－20℃～40℃
 　　　　　ウェイト注水タンク12ｋｇ×5個付き
　　　　　 付属品：リモコン、取扱説明書
　　　　　＊表示部片面仕様は裏面白面板
● 電源コード：15ｍ　
● 省エネ機能：エコモード搭載
　　　　 自動調光・手動５段階明るさ調節可能
● 納期：ご発注後約4週間

品コード　632
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20 5

SS

1,500 1,000

/100

(
( A

0

(
)

100-0014
TEL 03-3593-5800 FAX 03-3597-1712 9 5

103-8255
TEL 03-3231-4176 FAX 03-3231-9910 9 5

100-0014
2-17-1

TEL 03-3593-5844 FAX 03-3597-1712

A

A B

100
2,280 2,580

1,560 + 720 1,880 + 700

200
4,560 5,160

3,120 + 1,440 3,760 + 1,400

300
6,840 7,740

4,680 + 2,160 5,640 + 2,100

(SJ22-00587 2022/04/18)
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農林漁業用
国産A重油石油石炭税
還付制度
利 用 手 続 き の 流 れ

本制度の対象とは
なりません。

農林漁業用には一切
A重油を販売していない。

「農林漁業用軽油還付制度、海運用燃油還付制度に
  ついても所属する石油組合にお問合せください。」

連絡をお願いします。

返送をお願いします。

農林漁業用にA重油を

各給油所（事業所）が
登録しているかどうか
不明な場合は、所属す
る石油組合にお問合
せください。

但し、複数の給油所（事業所）を運営する企業では、A
給油所、B給油所両方の給油所で農林漁業者にA重油
を販売している場合、2つの給油所（事業所）を登録す
る必要がありますので、ご注意ください。

所属する石油組合に“国産A重油の登録をしたい”と

「登録申請書」を返送すると石油組合より8桁で構成さ
れた“コード番号”が提示されます。このコード番号は給
油所（事業所）の固有番号として付与され、事務処理に
必要不可欠のものですので、誤りのないようにしてくだ
さい。

後日連絡を受けた石油組合より、「登録申請書」が送付
されますので、所要事項を記入の上、石油組合に

登録された給油所（事業所）は、毎月「購入証明
総括表」を作成していただくことになります。

所属する都道府県石油組合に、農
林漁業用国産A重油の販売に係る

石油石炭税の還付制度は、法律に定められたも
のですので、登録された給油所（事業所）の方々
に農林漁業用にどれだけ販売したのか記帳する
義務が課せられています。
このため、「受払台帳」を備え1ヶ月毎の販売先、
販売数量を記帳して7年間保存することが求め
られています。

「購入証明総括表」には、農林漁業用のA重油を

売ったかを書いていただきます。
また、「購入証明総括表」は、1ヶ月間のA重油
の販売を、取引毎に記入してください。

保存をお願いします登録をお願いします

作成をお願いします

酪農用

森林鉄道

養殖用
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下記事項についてご記入して頂き、 お願い致します。下記事項についてご記入して頂き、 お願い致します。
が届き次第内容を確認の上、ご連絡致します。FAXが届き次第内容を確認の上、ご連絡致します。

商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）商品　問い合わせ書・注文書　（本ページをコピーしてお使い下さい）

＜ご　用　件＞
１．　商品についてのお問合せ１．　商品についてのお問合せ１．　商品についてのお問合せ１．　商品についてのお問合せ１．　商品についてのお問合せ
２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （  ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）２．　商品のご注文 （ 新規注文　・　継続注文 ）
３．　サンプル・資料がほしい３．　サンプル・資料がほしい３．　サンプル・資料がほしい３．　サンプル・資料がほしい３．　サンプル・資料がほしい
４．　見積依頼（再生バッテリー等）４．　見積依頼（再生バッテリー等）４．　見積依頼４．　見積依頼４．　見積依頼４．　見積依頼

①ご希望の商品をご記入ください。①ご希望の商品をご記入ください。①ご希望の商品をご記入ください。①ご希望の商品をご記入ください。①ご希望の商品をご記入ください。

商品名・型番・色商品名・型番・色商品名・型番・色商品名・型番・色商品名・型番・色商品名・型番・色商品名・型番・色 数　　量数　　量数　　量 品コード（空欄でも可）品コード（空欄でも可）品コード（空欄でも可）

②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。②お問合せ内容・見積内容（メーカー、型番、故障状況等）などご記入ください。

御社名 ご依頼日ご依頼日 　　　年　　　　月　　　　日平成　　　　年　　　　月　　　　日平成　　　年　　　　月　　　　日平成　　　年　　　　月　　　　日

ご住所

電 話 番 号 ご担当名ご担当名

ＦＡＸ番号

ご希望・ご要望などご希望・ご要望など

お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させていただきます。
お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。

該当番号に◯印をつけて下さい

お問い合わせは所属する石油組合又は、
全国石油業共済協同組合連合会までお願いします。

全石連共同購買グループ　TEL :03-3593-5841

FAX 

6,100SS
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M E M O

ＦＡＸ　ご相談依頼申込書
（中古車販売システム・ＬＥＤ照明・ブレーカー・ＦＲＰ施工等）

ご希望箇所にチェックをお入れくださいご希望箇所にチェックをお入れくださいご希望箇所にチェックをお入れください

お客様ご記入欄

事業者名
〒

ご　住　所

電話番号

ご担当者名
ﾌﾘｶﾞﾅ

・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて・お客様の個人情報について　ご注文・お問合せいただいた個人情報は、商品のご案内など本会からの情報のお届け先情報として使用させて
　いただきます。　いただきます。
・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。・お客様の個人情報は本会が責任をもって管理致します。

下記事項についてご記入して頂き、FAX お願い致します。
FAXが届き次第内容を確認の上、ご連絡致します。

ＬＥＤ照明について相談希望

中古車販売システム紹介事業について相談希望

電子ブレーカーについて相談希望

ＦＲＰ施工について相談希望

クラウド型 車販・整備システム（ジョーカー）について相談希望

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

全石連共同購買グループ　TEL :03-3593-5841

お問い合わせは所属する石油組合又は、
全国石油業共済協同組合連合会までお願いします。


