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中澤省⼀郎のSS経営メールマガジン No.158
⽯油業界新時代

従来の常識破壊

7/7各価格

7/7

［A］からの格差

A

JXTG基礎価格

49.0円

-

B

輸⼊採算価格

48.4円

△0.6円

C

Platts 海上

49.9円

＋0.9円

D

RIM 海上（東⻄平均）

50.6円

＋1.6円

E

Platts 陸上

49.8円

＋0.8円

F

4RIM

49.9円

＋0.9円

G

TOCOM 先物（海上）

49.1円

＋0.1円

⽯油業界新時代：従来の常識破壊 ”1”：海上外し
4RIMが安いと海上⾼/陸上安 ⇒ 現状は、4RIMが安くないのに、海上⾼/陸上安
これは、物流、商流が⼤きく変化してきたことを表していると思います。
●従来の想定：［製油所］⇒［海上］⇒［油槽所］⇒［陸上］
●現在の想定：［製油所］＝［油槽所］⇒［陸上］・・・・簡単にいうと「海上⾶ばし、海上外し」

⽯油業界新時代：従来の常識破壊 ”２”：JXTG基礎価格の海外連動
4⽉から説明した7⽉以降のJXTG基準価格の説明が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「原油コストの変動幅を基本に国内“外”製品市況等を総合的に勘案」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
となっており、史上初「国外製品市況」を勘案してJTXG基礎（基準）価格を決定するということを確実に実⾏していると
思います。
輸⼊する商社は「備蓄義務」のコストは発⽣しなくなりましたが、それ以外のコストは発⽣します。私は、JXTG基礎価格が
「輸⼊採算価格＋2円」を⼀定期間（2週間程度？）超えると輸⼊⽟が⼊り、陸上価格が収斂すると考えてます。

⽯油業界新時代：従来の常識破壊 ”3”：JXTG基礎価格の建値からの脱却
TOCOMの先物さえ、A：JXTG基礎価格を越えてます。6⽉以前は、TOCOM先物のみ⼤幅安でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●理由：最終的な買⼿は元売。製油所から海上⽟が出なくなる。元売は油槽所⽟は買わない。⇒ 買⼿⼤幅減少で、安い。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ということが⾔われてました。
JXTG基礎価格以下への調整は無し ⇒「JXTG基礎価格以上でしか売れない」ということだと思います。

⽯油業界の業歴が⻑い⼈ほど、「今までの常識」に拘束されます。
セミナーで詳解しますので、DVD、CDを購⼊して、新時代に備えてください！

8/8セミナー満席！ DVD/CDは受付継続！

受付専⽤電話開設 03-5704-5760
平⽇（⽉）〜（⾦）09:00〜18:00

本⽇の燃料油脂新聞（1⾯）セミナー広告掲載
［セミナー満席］ ●昨⽇（7/10）でセミナーは定員40名に達し、これからの受付はDVD/CDのみとなります。
※今回は撮影機材などに相当なスペースが必要となるため、定員を増やすことは困難です。
［セミナーDVD］ ●4⽉に開催された中澤塾での撮影実験を経て、今回からプロカメラマンによる撮影/編集で、会場の
雰囲気をそのままに、皆さまのパソコン（DVDプレイヤー）へお届けできるものとなります。
［事前質問］

●お申し込み時に寄せられた「事前質問」は

⇒ セミナーで回答 ⇒ DVD/CDで回答を聞く

［事後質問］

●DVD/CD視聴後の質問も受け付けます。

⇒ メルマガで回答（個別の回答はいたしかねます）

［個別相談会］

●セミナー翌⽇（8/9）に個別相談時間を⽤意しました。
●対象：セミナー参加者＋DVD/CD購⼊者限定
●開始時間：［1］09：15〜

［2］11：00〜

●5名限定
［3］13：30〜

［4］15：15〜

［5］17：30〜

●個別相談費⽤：30,000円/90分
※通常は［1時間］3万円、［2時間］5万円、［1⽇出張相談］20万円＋交通費程度で実施しています。
●個別相談をご希望の⽅はメールでご連絡ください。nakazawa-cpa@eco.ocn.ne.jp

中澤公認会計⼠事務所主催

本⼟の沖縄化、劇的に加速！

SS経営セミナー
中澤省⼀郎が読み解く⽯油業界 新 時代

”安値業転全滅” - 系列内競争を勝ち抜くSS経営 -

8⽉8⽇

12:30〜13:30【受付】
13:30〜17:00【セミナー】
【序】⽯油業界最新情報
0-1 出光総業家の反乱続く：苦境に⽴つ昭和シェル → 出光有利な経営統合へ

（⽕曜⽇）

0-2
0-3
0-4

コスモのキグナス株20％取得 → 製品供給開始は、どこまで早まるか？
JXTG仕切統⼀：JXTG基準価格の真実：⽀払条件等も⼤きく変更
進まないTOCOMの⽯油製品取引活性化

【第⼀部】 安値業転全滅！
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8

外資完全撤退（＋業界再編）⇒ 安値業転全滅
3⽉以前、4-6⽉、7⽉以降の各種⽐較：特に海上取引と業転商社
海上業転取引消滅と陸上業転取引の存続
業転は消えず ≠ 安値業転存続
コモディテイである⽯油製品は海外⾼国内安 ⇒ 正常化（海外 ≦ 国内）へ
元売販社の販売⽅針⼤転換 ＋ ⼤⼿PBのSS売却加速化
⇒末端市況はどこまで回復するか？
業転商社の撤退と⽯油商社の再編は「待ったなし」
第1次、第2次⾼度化法は外資撤退を促進 ⇒ 第3次は国内製油所の競争⼒強化

【第⼆部】⽇本全体の沖縄化、劇的に加速！
2-1
2-2
2-3

沖縄の現状（今年1⽉以降＋7⽉以降）
沖縄「太陽⽯油」＝⽇本全体「コスモ」
沖縄「南⻄⽯油」＝⽇本全体「キグナス」
いつまでに、どこまで沖縄化するか？

【第三部】 激化する系列内競争 → 勝ち残るSS経営
3-1 7⽉より旧JXと旧EMGの仕切価格統⼀：JXTG基準価格へ
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

JXTG基準価格と”Platts陸上” “4RIM” “海外⽯油製品指標” “原油 “
今後の系列仕切りと業転価格動向
元売の販売政策の有効活⽤は最低条件
その上を⾏く「SS運営⼒」は必須
⽬指すは「お客が集まるSS」：「お客を集めるSS」から⼤転換
円滑な事業承継は「⻑期勝ち残り」の絶対条件

【第四部】 質疑応答
17:30〜19:30【懇親会】オフレコタイム
●会場：

東京商品取引所（TOCOM）B1会議室
東京都中央区⽇本橋堀留町1-10-7

●参加費⽤：

18,000円/お⼀⼈様

●定員：

40名（満席となりました）

セミナーは満席となりました。
セミナー映像DVD、及び、⾳声CDの
ご予約は引き続き受け付けております。
●懇親会会場： ピーナッツ⾷堂

セミナー会場より徒歩6分

●参加費⽤：

5,000円/お⼀⼈様

●中澤塾塾⽣： 2,000円/お⼀⼈様

※元売関係者様（元職を含む）の懇親会への参加はご遠慮ください

待望のDVDビデオ登場！
会場の熱気をそのまま収録

映像DVDセット

23,000円

同時発売！
おなじみの

⾳声CDセット

18,000円

（収録DVD＋レジメ＋その他資料）

（収録CD＋レジメ＋その他資料）

PCでの視聴を推奨いたします

聞き⽅⾃在で便利なアイテム

●収録後、直ちに編集作業に⼊りDVD/CD化完了後、⽇本郵便レター
パックで発送いたします。配送代⾏：ジャパンメディアプロダクツ
●振込案内が同封されます。受取後、指定⼝座へお振込みください。

DVD、CDご予約専⽤電話

03-5704-5760

8⽉8⽇（⽕）
SS経営セミナー

テーマ
DVDも
会場

”安値業転全滅” - 系列内競争を勝ち抜くSS経営 ”昭シェ苦境に”

”沖縄化加速”

”海上取引消滅”

”価格競争鎮⽕”

今回より、ご要望の多かった映像DVDもご⽤意します。⾳声CDと併売となります。
東京商品取引所（TOCOM）B1会議室 東京都中央区⽇本橋堀留町1-10-7

【申込フォーム】
セミナー参加

席

をチェック✓してお申し込みください。

名様

満

ご希望の

FAX: 03-3531-3656
御社名

●定員： 40名
セミナーは満席となりました。
●セミナー参加費⽤【18,000円】お⼀⼈様
セミナー映像DVD、及び、⾳声CDは受付継続中！
●参加費⽤は当⽇受付でお⽀払いください

12:30〜13:30【受付】
13:30〜17:00【セミナー】
【序】

⽯油業界最新情報
・苦境に⽴つ昭和シェル → 出光有利な統合へ
・コスモのキグナス供給 → どこまで早まるか？
・JXTG基準価格の真実：⽀払い条件も変更

【第⼀部】

【第⼆部】

【第三部】

安値業転全滅！
・外資完全撤退（＋業界再編）⇒ 安値業転全滅
・海上業転取引消滅と陸上業転取引の存続
・業転は消えず ≠ 安値業転存続
・販社の販売⽅針⼤転換＋⼤⼿PBのSS売却加速化
・業転商社撤退と⽯油商社再編は「待ったなし」
⽇本全体の沖縄化
・沖縄の現状（今年1⽉以降＋7⽉以降）
・沖縄「太陽⽯油」＝ ⽇本全体「コスモ」
沖縄「南⻄⽯油」＝ ⽇本全体「キグナス」
・いつまでに、どこまで沖縄化するか？
激化する系列内競争 → 勝ち残るSS経営
・7⽉よりJXTG基準価格へ統⼀
・今後の系列仕切りと業転価格動向
・元売の販売政策の有効活⽤は最低条件
・その上を⾏く「SS運営⼒」は必須
・⽬指すは「お客が集まるSS」

【第四部】

所在地
〒

参加者お名前①

参加者お名前②

参加者お名前③

電話番号

質疑応答
FAX番号

満

懇親会参加

席

17:30〜19:30【懇親会】オフレコタイム

名様

●17:30より、ピーナッツ⾷堂にて開催
●参加費⽤ 【5,000円】お⼀⼈様
●中澤塾塾⽣【2,000円】お⼀⼈様
※元売関係者様（元職を含む）の懇親会への参加はご遠慮ください。

セミナー収録映像DVD登場！
遠⽅でご来場が難しい⽅へ…

映像DVD、音声CD先行予約開始
会場の熱気をそのまま収録

※PCでの視聴推奨

映像DVDセット 23,000円（収録DVD＋レジメ＋その他資料）
おなじみの

⾳声CDセット 18,000円（収録CD＋レジメ＋その他資料）
●収録後、直ちに編集作業に⼊りDVD/CD化完了後、⽇本郵便レター
パックで発送いたします。配送代⾏：ジャパンメディアプロダクツ
●振込案内が同封されます。受取後、指定⼝座へお振込みください。
●セミナー・DVD/CD共にメールでもお申し込みいただけます。
sskeiei-entry@nakazawa-cpa.net
このフォームに沿って必要事項をご記⼊ください。

お申し込み専⽤ページ（フォームメール）を開設

メールアドレス（可能な限りご記入ください）

@

事前質問（可能な限りセミナー内で回答します）

