
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

全て

コンバイン等）のミッショ

ン

等

始動性、

械寿命を延ばします。

 

 

 

 

 

１．ＪＡ

ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。
 

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

２．その他

指定数量の

おり、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。

オイルの場合、指

必要ないの

    貯蔵・取扱

全ての農業機械（トラクター

コンバイン等）のミッショ

ン・油圧系統

等に使用できます。

始動性、耐磨耗性

械寿命を延ばします。

ＪＡ
１．ＪＡオイル

ＪＡオイルは、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

             

２．その他 

指定数量の５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

り、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。

オイルの場合、指

ないので、貯蔵・取扱いが可能です。

貯蔵・取扱いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

機械（トラクター

コンバイン等）のミッショ

油圧系統・湿式ブレーキ

に使用できます。低温時

磨耗性に優れ、機

械寿命を延ばします。 

荷姿

４Ｌ

２０Ｌ

ＪＡオイル
オイル（ＪＡ-

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

             

詳しくはお近くのＪＡへ！！！

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

り、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。

オイルの場合、指定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

で、貯蔵・取扱いが可能です。

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

機械（トラクター、

コンバイン等）のミッショ

ブレーキ

時の

優れ、機

荷姿 

４Ｌ 

２０Ｌ 

オイル
-ＯＩＬ）

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

              

詳しくはお近くのＪＡへ！！！

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

り、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

で、貯蔵・取扱いが可能です。

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

トラクターをはじめとした、

ディーゼルエンジンを搭載

した農機具に安心してお使い

いただけます。

 

※ 

オイルのご紹介
ＯＩＬ）とは 

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

 

 

詳しくはお近くのＪＡへ！！！

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

り、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

で、貯蔵・取扱いが可能です。 

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

 

をはじめとした、

ディーゼルエンジンを搭載

した農機具に安心してお使い

いただけます。 

 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

のご紹介

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

なく、低温度時の省燃費性能に優れています。 

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

詳しくはお近くのＪＡへ！！！

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

り、貯蔵・取扱いには届出の義務があります。 

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

 

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

発行：

をはじめとした、

ディーゼルエンジンを搭載 

した農機具に安心してお使い

荷姿 

４Ｌ 

２０Ｌ 

２００Ｌ 

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

のご紹介

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡ

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。

詳しくはお近くのＪＡへ！！！ 

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

発行： 

平成２９

耐荷重性能・

耐熱性能・酸化防止

コストパフォーマンスに優れ

たデファレンシャル

です。 

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

 のご紹介

は、省燃費性能に優れた高品質・高性能オイルです。ＪＡオイル

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

春の農機具の需要期に向け、オススメ商品のご紹介をします。 

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

平成２９年 ４月

性能・耐磨耗

性能・酸化防止

コストパフォーマンスに優れ

デファレンシャル用オイル

荷姿

２０Ｌ

２００Ｌ

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。 

 

オイルの中で、

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

５分の１以上のオイル等の危険物については市町村条例で規制されて

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。

月 ３日 

耐磨耗性能・ 

性能・酸化防止性能・ 

コストパフォーマンスに優れ

用オイル

荷姿 

２０Ｌ 

２００Ｌ 

の中で、

トラクターギアスーパーマルチは、市販油と比較して、温度変化による粘度変化が少

定数量が６，０００Ｌなので、１，１９９Ｌまでであれば届出が

いに関する詳細については、お近くの消防署にお問い合わせください。 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

２．国内

        

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

１．国際情勢

2017

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

当面は、
  

   原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。
 
＜用語の解説＞

  ●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

  ●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

  ●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

【表１】＜石油価格の推移

 

      

２．国内

         石油製品の小売価格は、

       以降は

       【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移

                                         

石
１．国際情勢 原油価格（ＷＴＩ

2017 年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

当面は、50 ﾄﾞﾙ
  
原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。

＜用語の解説＞ 

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

【表１】＜石油価格の推移

２．国内情勢 

石油製品の小売価格は、

以降は原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移

                                         

石 
原油価格（ＷＴＩ

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

ﾄﾞﾙ/ﾊﾞﾚﾙ前後で推移すると思われます。
  

原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。

 

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

【表１】＜石油価格の推移

石油製品の小売価格は、

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移

                                         

 油
原油価格（ＷＴＩ)…平成

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

ﾊﾞﾚﾙ前後で推移すると思われます。
  

原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

【表１】＜石油価格の推移 ※月平均価格＞

石油製品の小売価格は、２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移

                                         

※ 

油 情
平成 28 年 3 月～

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

ﾊﾞﾚﾙ前後で推移すると思われます。

原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

※月平均価格＞

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移

                                         

 掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

情 
月～平成 29 年

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

ﾊﾞﾚﾙ前後で推移すると思われます。 

原油価格（ＷＴＩ）の推移は表１のとおりです。 

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約

※月平均価格＞ 

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

【表２】＜新潟県給油所店頭小売価格の推移＞ 

                                         

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

 勢
年 3 月の月平均価格推移（全農調べ）

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。

●バレル…原油や石油製品の国際的な計量単位。１バレルは約 159

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。

                                         

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。

勢 
月の月平均価格推移（全農調べ）

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

●ＷＴＩ…米国産原油。世界の石油価格の動きを示す代表的な指標。 

●ドバイ…中東産原油。アジアの石油価格の動きを示す代表的な指標。 

159 リットル。

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

原油価格の動向を受け、据え置き傾向となっております。 

                                         （ 石油事業部

掲載内容の無断使用・転載を禁じます。 

月の月平均価格推移（全農調べ）

年に入り、ＯＰＥＣをはじめとした産油国の減産は順調に実施されている 

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、

リットル。 

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月

石油事業部 ） 

月の月平均価格推移（全農調べ） 

ものの、米国シェールオイルの増産や世界経済の停滞等による需要減速予測等から、 

２月までは、ゆるやかな値上げ傾向にありましたが、３月 

 


