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原油・石油製品供給統計週報「フルセットコース」ご案内 

 

＜料金＞ 

600,000 円/年 

※ただし同一組織内で、追加のアカウントを設定する場合は 200,000 円/年 

 

＜内容＞ 

１．週間原油処理量（公表対象）･･･HTML 形式及び PDF 形式 

発表日の前週（日曜日から土曜日）の日本国内の原油処理量 

２．週末石油製品及び半製品等在庫量（公表対象）･･･HTML 形式及び PDF 形式 

発表日前週末（土曜日時点）の日本国内の石油製品在庫量（下記品目別） 

(1) ガソリン 

(2) ジェット燃料油 

(3) 灯油 

(4) 軽油 

(5)-1 低硫黄Ａ重油 

(5)-2 高硫黄Ａ重油 

(6)-1 低硫黄Ｃ重油 

(6)-2 高硫黄Ｃ重油 

(7) 粗ガソリン 

(8) 粗灯油 

(9) 粗軽油 

(10)粗Ａ重油 

(11)装置原料 

※各品目・項目の詳細な定義は別添の資料をご参照ください 

３．過去データ･･･HTML 形式及び PDF 形式 

上記１及び２の過去に発表したデータ（４回分、事後修正あり） 

４．分析用データ･･･CSV 形式 

上記１及び２の時系列データ（事後修正あり） 

５．その他参考データ（経済産業省、気象庁によるもの） 

 

＜発表日＞ 

原則として毎週火曜日午後４時以降 

※上記「公表対象」の情報は発表日翌日正午に一般に開示されます。 

※ウェブサイト上に１０週間分の発表予定日を掲載します。 

 

＜配布方法＞ 

上記の内容をユーザー専用のウェブサイト上に掲載します。 

 

＜本サービスは「原油・石油製品供給統計週報 利用規約」に基づいて提供します＞ 

 



原油・石油製品供給統計週報「分析用データコース」ご案内 

 

＜料金＞ 

200,000 円/年 

※ただし同一組織内で、追加のアカウントを設定する場合は 60,000 円/年 

 

＜内容＞ 

分析用データ（以下の１及び２の時系列データ）･･･CSV 形式 

 

１．原油・石油製品供給統計週報として発表した週間原油処理量 

２．原油・石油製品供給統計週報として発表した週末石油製品及び半製品等在庫量（下

記品目別） 

(1) ガソリン 

(2) ジェット燃料油 

(3) 灯油 

(4) 軽油 

(5)-1 低硫黄Ａ重油 

(5)-2 高硫黄Ａ重油 

(6)-1 低硫黄Ｃ重油 

(6)-2 高硫黄Ｃ重油 

(7) 粗ガソリン 

(8) 粗灯油 

(9) 粗軽油 

(10)粗Ａ重油 

(11)装置原料 

※各品目・項目の詳細な定義は別添の資料をご参照ください 

※いずれの項目についても、発表後の事後修正が生じた場合は、これを反映したものに

なります。 

３．その他参考データ（経済産業省、気象庁によるもの） 

 

 

＜発表日＞ 

原則として毎週水曜日正午 

※ウェブサイト上に１０週間分の発表予定日を掲載します。 

 

＜配布方法＞ 

上記の内容をユーザー専用のウェブサイト上に掲載します。 

 

＜本サービスは「原油・石油製品供給統計週報 利用規約」に基づいて提供します＞ 

 

 



原油・石油製品供給統計週報データサービス利用規約 

 

原油・石油製品供給統計週報（以下「石連週報」という）とは、石油連盟（以下「当連

盟」という）が運営する統計情報サービスです。当連盟は原油・石油製品供給統計週報利

用規約（以下「本規約」という）を以下の通り定めます。 

 

石連週報は本規約に基づき運営され、当連盟は石連週報のサービスの利用を希望し、か

つ本規約に同意した方（以下「ユーザー」という）に対して別途定める『原油・石油製品

供給統計週報「フルセットコース」』もしくは『原油・石油製品供給統計週報「分析用デー

タコース」』のサービス（以下、「本サービス」という）を提供します。また、ユーザーは

本規約が掲載されているウェブサイト上の「同意する」ボタンをクリックしたことにより、

本規約の内容を承諾したものとみなします。 

 

 

1. ユーザー登録と同意  

本規約においてユーザーとは本規約を承諾の上、規定のユーザー申込手続きを完了後、

当連盟が承認した方とします。 

本規約は、ユーザーが登録するにあたって遵守していただく規約です。ユーザー登録

を行い、登録事項を送信・送付することにより、本規約に同意したものとみなされます。 

ユーザー種別において「個人」として申し込む場合はユーザー個人が、ユーザー種別

において「法人」として申込を行う場合は当該法人若しくは組織が、本規約に規定する

ユーザーが負うべき責務の一切を負うものとします。法人ユーザーについては、ご担当

者も法人と並んで本規約に規定するユーザーの責務を負うものとします。 

なおユーザーアカウントは、本サービスへのアクセスを行う端末一台につき、一件必

要になります。同一ユーザーにあっても複数の端末からアクセスする場合は、端末台数

分のアカウントを申し込んでください。 

 

2. 本規約の適用範囲および変更  

当連盟が必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約の内

容を改定することができるものとします。改定された本規約については当サイト上で告

知されるものとします。 

変更後の本規約の内容は、当サイト上にアップロードされた時点より有効となります。

ご利用の際には当サイトに掲載されております最新の利用規約を参照してください。 

本規約は、改訂以前、以後に関わらずすべてのユーザーに対して適用されるものとし

ます。 

 



 

3. ユーザー登録  

(1) 本サービスのユーザー申込を行う場合は、当サイト上の申込フォームにて次項に規

定する登録事項を当連盟に送付するものとします。 

(2) 登録事項は以下の通りです。 

＜法人ユーザーの場合＞ 

・お申込コース 

・会社（組織）名称 

・会社（組織）住所 

・ご担当者氏名 

・ご担当者部署名 

・ご担当者部署住所 

・ご担当者部署電話 

・ご担当者メールアドレス 

（担当者が組織内で個人的に保有するメールアドレスです。部署の共通メールア

ドレスでの登録はお断わりします） 

＜個人ユーザーの場合＞ 

・お申込コース 

・お申込者氏名（本名以外でのご登録はお断りします） 

・お申込者所属（組織名、部署名） 

・お申込者住所 

・お申込者電話番号 

・お申込者メールアドレス 

（本人が保有するメールアドレスです。他人および複数の人によって共有され

ているメールアドレスでの登録はお断りします） 

(3) ユーザーは、自己の判断と責任において正確なユーザー登録情報を当連盟に提供す

るものとします。  

(4) ユーザーは、既に当連盟に届け出ている登録情報に変更が生じた場合、当連盟が別

途指示する方法によりすみやかに登録内容を変更するものとします。未変更に伴う

損害の発生について、当連盟は一切の責任を負いません。 

 

4. ユーザーの承認  

ユーザー申込後、当連盟はユーザーとして承認する場合には承認通知並びにサービス

利用料金請求書をお送りしますので、利用料請求書に示された支払期日までに利用料金

をお支払いください。本サービスの利用契約は、利用料金の入金があったときに成立す

るものとします。支払期日までに利用料金のお支払いがない場合には当連盟の承認する

 



旨の回答は失効するものとします。 

当連盟は、利用料金の入金を確認して 10 日以内に、ユーザーに対してＩＤ及びパス

ワードを郵送いたします。 

当連盟がユーザーとして承認することを不適切と判断した場合、ユーザー登録を認め

ない場合があります。また承認後であっても承認の取り消しを行う場合があります。 

 

5. ユーザー情報  

当連盟は、ユーザーのプライバシーを尊重してユーザー登録情報および当連盟が取得

したユーザーに関する情報を取扱います。 

ユーザー登録において、当連盟に対して開示した個人や法人に係る情報（以下「個人

情報等」という）については、当連盟は、ユーザーもしくはユーザー登録申込者の同意

なく、第三者に対しこれらの個人情報等を開示することはありません。 

ただし、下記に相当した場合、当サイトは法令を遵守する立場から、内容を十分検討

の上ユーザーもしくはユーザー登録申込者の事前同意なく、当該個人情報等を開示でき

るものとします。 

1)法令に基づき開示要求がなされた場合 

2)ユーザーもしくはユーザー申込者が他の利用者その他第三者に対して損害を与

える可能性があると当連盟が判断した場合 

 

6. 問い合わせ、連絡等  

本サービスに関するユーザーから当連盟への問い合わせ、連絡等は原則として電子メ

ールにて行うものとします。問い合わせ先のメールアドレスについては、当サイト上に

掲示します。 

ユーザーとして当連盟と電子メールの受・発信を行う場合、ユーザー登録時に登録し

たメールアドレスを使用するものとします。登録と異なるメールアドレスにて受・発信

を行った結果、当該ユーザーに不利益、損害が発生しても、当連盟はその責任を負わな

いものとします。 

 

7.サービス提供時刻等  

本規約に基づいて別途定める本サービスの内容をユーザーに対して提供することを

「発表」といい、別途定める本サービスの内容の一部を一般に提供することを「公表」

といいます。 

「発表」及び「公表」は別途定める本サービスの内容をユーザー専用のウェブサイト

に掲載することにより行われます。 

当連盟が本サービスについて「発表」を開始する時刻は、当サイト上で告知される日

の午後 4 時以降とします。この時刻は、編集作業の都合により若干遅れることがありま

 



す。また同様に「公表」を開始する時刻は、「発表」する日の翌日正午とします。 

 

8.サービス提供期間  

ユーザーに対するサービス提供期間は当連盟が ID 及びパスワードを送付した日の翌

月から 12 ヶ月間です。 

 

9.サービス提供期間の延長  

サービス提供期間終了日の前月末日までにサービス延長希望の通知を当連盟に対し

て行い、かつサービス提供期間終了日の属する月の 15 日までに規定の料金を支払った

場合は、サービス提供期間が 12 ヶ月延長されます。 

 

10.サービスの中断と責任  

当連盟は、以下に該当する場合、ユーザーの承諾なしで、本サービスの一部もしくは

全部を一時中断、または停止する場合があります。 

・本サービスのシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合 

・火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合 

・その他、不測の事態により当連盟が本サービスの提供が困難と判断した場合 

上記の各事由により、本サービスの一部、あるいは全部の中断・遅滞・中止・変更等

によって発生する損害について、当連盟は一切の責任を負いません。 

 

11.決済  

ユーザーの本サービス利用料金の支払は、当連盟の指定する銀行口座へ当連盟の指定

する方法で振り込むことにより行うものとします。 

一度当該口座に入金された本サービスの利用料金については、いかなる理由によって

もユーザーに返還しません。 

 

12.ID ならびにパスワードの管理  

(1) ユーザーは、ID ならびにパスワードの管理責任を負うものとします。  

(2) ユーザーによる ID ならびにパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使

用等による損害はユーザーが負担するものとし、当連盟は一切責任を負わないもの

とします。 

(3) ユーザーは、ID ならびにパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合、

直ちに当連盟にその旨連絡するとともに、当連盟からの指示がある場合にはこれに

従うものとします。 

 

 

 



13.利用契約の解除  

当連盟は、ユーザーが以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該ユーザーに事

前に通知することなく、本サービスの利用を停止し、または、利用契約を解除すること

があります。この場合は、登録を削除いたします。 

(1) 過去に本規約違反などにより本サービスの利用契約を解除されていることが判明

した場合  

(2) ユーザーが本規約に違反したと当連盟が判断した場合  

(3) 当連盟が不適切と判断する行為がユーザーによってなされた場合 

 

 

14.設備等の準備  

(1) ユーザーは、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての

機器の準備、設置、接続および設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイン

トへの接続、インターネット接続サービスへの加入、その他ユーザー自身の利用す

る石連週報のサービスを利用するために必要な準備を、ユーザー自身の費用と責任

において行うものとします。 

(2) 当連盟は、ユーザーが本サービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウ

ェアおよびこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、

当連盟の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加し

たり、本サービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。 

(3) 本サービスを利用して閲覧、ダウンロードを行う行為(以下「入手行為」という)は、

ユーザーご自身の責任で行っていただきます。入手行為に伴う危険はユーザーご自

身が負担することになりますので、これらの行為の結果生じるコンピュータセキュ

リティ上の被害等の損害についてはユーザーが全ての責任を負います。 

 

15.サービスの利用  

(1) ユーザーは、本サービスを利用するについては、その利用に関する一切の責任とリ

スクをユーザー自身が負担することに同意するものとします。  

(2) ユーザーは、本サービスを受信する過程で、本サービスに対するアクセスが中断さ

れたり、エラーが生じたり、ウイルス被害等セキュリティーに問題が生じる可能性

もあることを理解しそのリスクを負担することを承認して、本サービスを利用する

ものとします。 

(3) 当連盟は、必要に応じてユーザーの本サービスの利用に関する諸規定を作成し、利

用の制約をする権利を保有しています。  

 

 

 



16. 再配布の禁止  

(1) ユーザーは、石連週報として提供を受けた情報について、石油連盟による「公表」

時刻以前は、第三者に対する開示・公表・再配布その他外部へこれを提供する一切

の行為をしてはなりません。同時に、当該情報の管理についても万全を期すものと

し、いやしくも外部への漏洩等の事故のないように管理するものとします。 

但し、①週間原油処理量、②週末石油製品及び半製品等在庫量、③過去データにつ

いては、石油連盟による「公表」時刻後に開示・公表することを妨げません。④分

析用データについては石油連盟による「公表」時刻後も従前どおり開示・公表・再

配布の禁止は継続されます。 

(2) 石油連盟は、石油連盟による「公表」時刻以前に「石連週報」のデータが公表・漏

洩された場合であっても、石油連盟による漏洩でない限り、一切責任を負いません。 

(3) いかなる理由があっても、当連盟がユーザーに対して配布した ID 及びパスワード

を第三者に開示することを禁止します。 

(4) 法人で契約する場合、同一事業者であっても、「担当者」として登録されている者

と異なる部署（事業部、部）での利用を禁止します。なお同一事業社内の複数部署

で利用する場合は、別途「追加アカウント」の契約が必要です。 

(5) ユーザーが、石油連盟による「公表」以前に、①週間原油処理量、②週末石油製品

及び半製品等在庫量、③過去データの全部または一部の公表・漏洩を行ったとき、

並びに、④分析用データの公表・漏洩を行ったときは、違約金として金 60 万円を

石油連盟に支払うものとします。但し、石油連盟にこの金額を超える損害を与えた

ときは、石油連盟はその金額についても損害賠償の請求をすることができます。 

 

17. その他の禁止事項  

ユーザー（法人ユーザーの担当者を含む）は本サービスの利用にあたって以下の行為

を行ってはならないものとします。  

(1) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組

織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりすること。

故意過失に基づき誤認した場合も含みます。 

(2) 石連週報のサービスを通じて配信されたコンテンツの内容やヘッダー等を改変す

ること。 

(3) サービスまたはサービスに接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害し

たり、混乱させたりすること、あるいはサービスに接続しているネットワークの使

用条件、操作手順、諸規約、規定に従わないこと。  

(4) 故意、過失を問わず法令に違反する行為を行うこと。  

(5) 公序良俗に反する行為を行うこと。  

 

 



18.サービスの変更等  

当連盟は、ユーザーに通知することなくいつでもサービスの内容を変更、停止または

中止することができるものとします。 当連盟がサービスの内容を変更、停止または中

止した場合にも、ユーザーに対しては一切責任を負わないものとします。  

 

19.補償 

(1) 以下に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求については、ユーザーの

費用と責任で解決するものとします。 

1).ユーザーの本規約違反  

2).ユーザーによるサービスの利用、またはこれに関連した一切の行動 

3).ユーザーによる第三者の権利侵害  

(2) (1)のクレームや請求への対応に関連して当連盟に費用が発生した場合または賠償

金等の支払いを行った場合については、ユーザーは当該費用および賠償金等（当連

盟が支払った弁護士費用を含む）を負担するものとします。  

 

20.リンクの扱いについて  

当連盟または第三者が、サービス上から他のウェブサイトやリソースへのリンクを提

供することがありますが、当連盟はこれらの外部リソースの有用性に対して一切責任を

負いません。ユーザーは、当該サイトやリソースへのアクセスやその利用は、ユーザー

自身の責任において行うものとします。 

 

21.財産権  

(1) 本サービスに関わるすべてのウェブサイトに関する財産権は当連盟が所有してい

ます。  

(2) 本サービス内のコンテンツは、著作権法等により保護されています。 

 

22.提供データ等の再配布に関する権利者の許諾 

石油連盟による「公表」時刻後、ユーザーが①週間原油処理量、②週末石油製品及び

半製品等在庫量、③過去データを第三者へ開示・公表・再配布するにあたっては、デー

タ内容の引用の場合には出典が「石連週報」であることを明示するものとし、また、提

供されたデータ表の全部若しくは一部の転載の場合には石油連盟が著作権者である旨

の適切な著作権表示を行うものとします。 

 

23.保証の否認  

当連盟は現状のままでサービスを提供し、ユーザーはユーザー自身の責任においてサ

ービスの利用を行うものとします。当連盟はサービスに関して、明示黙示を問わず、以

 



下の保証をいたしません。  

(1) サービスがユーザーの希望に合致すること  

(2) ユーザーがサービスを通じて入手した情報等がユーザーの希望に合致すること  

(3) サービスおよびサービスを通じて提供されるデータにエラーが生じないこと、およ

びエラーが修正されること 

(4) サービスから得られる結果や情報が正確で信頼できるものであること。 

ユーザーはユーザー自身の責任によりサービスを通じてコンテンツ等を入手するも

のとし、ダウンロード等の結果生じたいかなる損害についても当連盟は一切責任を負う

ものではありません。サービスを通じてユーザーが取得した情報は、本規約に明示され

ていない限り、何らの保証を生じません。  

 

24.賠償責任の制限  

ユーザーは、以下に起因するか関連して生じた一切の損害について、ユーザー自身が

賠償責任を負うことに同意するものとします。  

(1) サービスの利用  

(2) サービスへの接続 （ウイルス等の被害を含む） 

(3) 本規約違反、及びそれに関連して生じた石油連盟若しくは第三者の損害  

(4) 他人の権利の侵害  

 

25.準拠法、裁判管轄  

本規約は日本国法に準拠します。また、サービスに関連して当連盟とユーザーとの間

で問題が生じた場合には、当連盟とユーザーが誠意をもって協議し、協議しても解決し

ない場合は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。  

 

26.利用規約違反について  

ユーザーが、本利用規約に違反するような行為等を発見された場合には当連盟までご

連絡ください。 

 

27.利用環境 

本サービスを利用できる利用環境は以下のものとします。 

OS 対応は、Windows98、Windows2000、WindowsMe、WindowsXP、ウェブブラウザは Internet 

Explorer 5.0 以降、電子ドキュメント（PDF ファイル）の購読には Adobe Acrobat Reader4

以降が必要になります。 

使用するコンピュータ関しては、上記以外のパソコン「マッキントッシュ」での利用

は保証していません。  

 

 



28.ユーザー登録解除  

サービス提供期間が終了するか、所定の手続きに従い当連盟に届け出た場合、ユーザ

ー登録を解除するものとします。 

 

29.事業の停止 

本サービスは一定の予告期間をもって、事業の停止を行う場合があります。あらかじ

めご了承ください。 

 

Copyright(C) 2002 Petroleum Association of Japan. All Rights Reserved.  

 

付則  

この規約は 2003 年 1 月 1日から実施します。 

 

 

 

 



石油連盟原油・石油製品供給統計週報 

データサービス申込書 

（法人向け） 

 

年   月   日 

 

「原油・石油製品供給統計週報データサービス利用規約」を承諾し、下記の

要領にてデータサービスに申し込みます。 

 

記 

 

項 目 お客様ご記入欄 

□フルセット ・ □分析用データ 
お申込コース 

□初回 ・ □追加アカウント（既存会員の会員番号：      ）

（フリガナ）  

会社（組織）名称 

（フリガナ）  

会社（組織）ご住所  

（フリガナ）  

ご担当者氏名 （印）

ご担当者部署名 

（フリガナ）  

ご担当者部署住所 
□「会社（組織）住所」に同じ 

 

ご担当者電話番号  

ご担当者 FAX 番号  

メールアドレス  

請求書の送付方法 □郵送  ・  □電子メール 

※追加アカウントを同時にお申込いただく場合は、別紙もご記入ください。 

以上 

 



 

石油連盟原油・石油製品供給統計週報 

データサービス申込書 

（個人向け） 

 

年   月   日 

 

「原油・石油製品供給統計週報データサービス利用規約」を承諾し、下記の

要領にてデータサービスに申し込みます。 

 

記 

 

以上 

 

項 目 お客様ご記入欄 

□フルセット  ・  □分析用データ 
お申込コース 

□初回 ・ □追加アカウント（既存会員の会員番号：      ）

（フリガナ）  

お申込者氏名 （印）

（フリガナ）  

所属１（会社名）  

所属２（部署名）  

（フリガナ）  

お申込者住所  

お申込者電話番号  

お申込者 FAX 番号  

お申込者 

メールアドレス 
 

※追加アカウントを同時にお申込いただく場合は、別紙もご記入ください。 

以上 


