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JAにいがた岩船

総合ポイント制度

入会金・
年会費
無料

JAを利用して
ポイントを貯めよ～ネ!
2019年

夏

からスタート

JAふれあい市

よれっしゃ・こいっちゃ で

ポイントが

る 使える
ま
貯

★詳細はJAにいがた岩船広報誌、
店頭ポスター等でご案内いたします。

よれっしゃ・こいっちゃでお買物をすると、
１回の購入金額500円につき2pt
（組合員外の方は1pt）が貯まります。

JA各事業を

利用する

ポイントを
使う

JA事業を利用して貯まった
ポイントは、
お会計時に
1pt＝１円として使用できます。

1ポイント
使用

お買い物
円値引き

1

よれっしゃ・こいっちゃで
ポイントを貯める・使うときは、
ポイントカードを
持ってきてネ！

ポイントを
使って値引き

3つのタイプから選べる会員カード
JAカード

ポイントカード

※クレジット機能はありません

一体型（クレジット・キャッシュカード機能付）

入会申込み・商品券交換は、
最寄りのJA支店・出張所の
窓口まで問い合わせてネ!!

単体型（クレジットカード機能付）

※ポイントJAカードは、発行者である三菱UFJニコス株式会社が定める年会費が必要となる場合があります。

【会員資格】18歳以上の個人の方（※未成年者は保護者の同意が必要です）および、当JA定款で定める組合員資格を有する農業を営む法人

にいがた岩船

ポイントを
貯める

〒958-0854

新潟県村上市田端町８番５号

TEL：
（0254）
52-0511
（代表）

http：//www.ja-niigataiwafune.or.jp/

ポイントシミュレーション

JAの直売所で毎月3,000円程度買物をしている組合員外の65歳の方の場合…
組合員外のままだと、１年間で獲得できるポイントの合計は…72pt
お取引の種類等
①直売所利用

お買い物金額
3,000円/月

獲得ポイント
6pt/月

年間獲得ポイント
72pt

獲得回数
購入の都度

組合員になって、さらに年金受取口座に指定・家の光をご購読いただくと、
１年間で獲得できるポイントの合計は（❶＋①＋②＋③）…1,074pt

注）組合員加入の500ptは加入時１回のみのため、次年度以降は１年間で574pt獲得できます。
お取引の種類等
❶組合員加入
組合員（出資金有無）
①直売所利用
②年金受取
③家の光購読

お買い物金額

獲得ポイント
500pt
250pt/年
12pt/月
5pt/月
10pt/月

3,000円/月

年間獲得ポイント
500pt
250pt
144pt
60pt
120pt

獲得回数
加入時１回
年１回（３月中旬）
購入の都度
毎月
毎月

貯まるポイントの種類
≪付与基準表≫

購入金額や契約内容に応じて、ポイントが貯まります。

事業

金融

お取引の種類

獲得基準

獲得時期

組合員外

各種ローン（平均残高）

50万円につき

給与受取

振込有り

年金受取

振込有り

5pt

3pt

引落有り
１種類ごと

2pt

1pt

300pt

150pt

JAカード新規発行

新規発行時

JAカード利用

利用有り

肥料・農薬
給油所（JAカード・未収金決済のみ）

購入金額
1,000円につき

お中元、お歳暮、正月食品
農業新聞
家の光、地上、ちゃぐりん

組織

組合員

50万円につき

LPガス

販売

獲得ポイント

定期性貯金（平均残高）

公共料金口座引落
（電気・電話・水道・ガス・NHK）

購買

（pt＝ポイント）

購読有り

直売所利用

購入金額
500円につき

組合員（出資金有無）

組合員資格有り

組合員加入

加入時

女性部員

女性部員資格有り

2pt

1pt

2pt

1pt

10pt

5pt

2pt

1pt

2pt

1pt

2pt

1pt

2pt

1pt

2pt

1pt

10pt

5pt

10pt

5pt

2pt

1pt

250pt

-

-

500pt

300pt

獲得回数

毎月
翌月20日頃
１回限り
毎月

翌月20日頃

毎月

即時

購入の都度

３月中旬

年１回

翌月20日頃

加入時１回

150pt 年会費納入の翌月

年１回

※ポイント基準額は税込です。 ※貯金のポイントには、利子税が20％かかります。
※購買事業の給油所での現金によるお買上はポイントの対象になりません。 ※付与基準表の内容は変更される場合があります。

貯まったポイントの使い方
≪還元基準表≫

ポイント交換は３コースのいずれかから選べます。

還元コース名
ポイント累積コース
自動ポイントキャッシュバックコース
自動ポイント交換コース

（1pt＝１円換算）

交換単位
500pt
1,000pt

交換内容
・JA等でご利用いただける商品券に交換できます。
・当JAのご本人口座に入金されます。
（JAカードのみ対象）
1,000pt ・提携会社とポイントを交換いたします。
ニコスわいわいポイント1pt⇔総合ポイント5pt

※直売所でのポイント利用はどの還元コースを選択していても、1pt＝１円でご利用いただけます。

【ポイントの有効期限】
ポイントが付与された日が属する当JAの事業年度を１年目として、３年目の事業年度末（２月末）までとし、それ以降は失効します。

ＪＡにいがた岩船

総合ポイント制度会員規約
令和２年４月１日改正

本規約は、ＪＡ総合ポイント会員（以下、
「ポイント会員」と
いいいます。
）とにいがた岩船農業協同組合（以下、
「当ＪＡ」と
いいます。
）との間で、当ＪＡがポイント会員の利用内容や取引
内容に応じて、ポイントを当ＪＡ所定の基準により提供するＪＡ
ポイントサービスに関する取り扱いを定めたものです。ポイント
会員への申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当ＪＡが定
める各関連規程等が適用されることに同意したものとします。

第６条 ポイントの失効
獲得したポイントは、次の各号により失効します。
① ポイント会員を退会した場合（死亡による退会でも相
続の対象とはならず失効となります。
）
② ポイントの有効期限は、ポイントが付与された日が属す
る当ＪＡの事業年度から起算して３年度目の事業年度末
（毎年２月末日）までとし、それ以降は消滅します。

第１条 会員資格
(1) 会員は原則として 18 歳以上の個人または、当ＪＡ定款で
定める組合員資格を有する農業を営む法人とし、本規約を
承認したうえで入会を申し込み、当ＪＡが承諾した方とし
ます。なお未成年の方は保護者の同意が必要となります。
（2）会員には、「ＪＡカード（クレジット機能付き）」または
「ポイントカード（クレジット機能なし）
」のいずれかを選
択いただき、会員証としてカードを発行します。(以下、｢会
員カード｣といいます。)

第７条 届出事項の変更
ポイント会員の住所・氏名・電話番号等の届出事項に変更があ
りましたら、すみやかに当ＪＡまでお申し出ください。お申し出
がない場合は、連絡・通知が届かず、サービスを受けられない場
合があります。また、この届出を怠ったことにより生じた損害に
ついては、当ＪＡは一切の責任を負いません。

第２条 入会方法
所定の入会申込書に必要事項（ご本人の住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号等）をすべてご記入いただき、ご本人
が申し込みするものとします。
第３条 入会費・年会費
入会費・年会費は無料です。但し、ポイント機能付ＪＡカ
ード（クレジット機能付き）・
（クレジット・キャッシュ機能
付き）の場合は、発行者である「三菱ＵＦＪニコス株式会社」
が別途定める年会費が必要となる場合があります。
第４条 会員特典
(1) 当ＪＡが指定する店舗・施設でのご利用状況に応じてポ
イントが積立てられます。なお、対象となる事業・取引の
詳細は当ＪＡが別に定めるポイント付与基準によります。
(2) 会員特典はご本人のみご利用いただけます。
(3) 累計ポイントは最寄りのＪＡ各支店・出張所または本店
で確認することができます。ポイント残高ご確認の際は会
員カードを持参願います。
(4) 会員カードの提示がない場合は、会員特典が受けられな
い場合がありますのでご注意ください。
第５条 ポイント付与
(1) 当ＪＡは、ポイント会員の利用内容や取引内容を、別に
定める当ＪＡ所定の付与基準、付与周期でポイントに換算
し、付与します。
（2）ポイント付与の対象となるお取引について、取り消し・
解約・返品等された場合には、原則その金額に見合うポイ
ントは減算させていただきます。
(3) ポイント会員に付与されたポイントは、当該会員のみご
利用いただけます。
(4) ポイントは、当ＪＡ所定の方法により当ＪＡ所定のポイ
ント還元に利用することができます。但し、当ＪＡ所定の
条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場
合があります。
(5) 当ＪＡ所定のポイント付与基準と付与周期、ポイントの
付与対象となるメニュー及び利用条件、ポイントを利用す
ることができない当ＪＡ所定の条件は、当ＪＡで任意に変
更できるものとし、それらの変更は当ＪＡ所定のホームペ
ージ掲載、広報誌掲載、店頭掲示、郵送による通知いずれ
かの方法により告知します。
(6) ポイントの付与はポイント会員入会以降の取引が対象と
なります。

第８条 退会等
(1) ポイント会員は自己の都合によりいつでも退会すること
ができます。ポイント会員による退会は、当ＪＡ所定の書
面を提出することによります。また、退会によりポイント
は失効します。
(2) 前項の規定にかかわらず、当ＪＡが必要と認める場合に
は、ポイント会員は即時に退会できない場合があります。
(3) ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、
当ＪＡはポイント会員に通知することなく、ポイント会員
の退会処理または本規約に基づくサービスの一部もしく
は全部の提供を停止することができます。退会によって生
じた損害については、当ＪＡは一切の責任を負いません。
① ポイント会員が当ＪＡに対して負担する債務の一部で
も履行を遅延した場合
② ポイント会員が死亡した場合
③ ポイント会員が反社会的勢力に該当することが判明
した場合
④ ポイント会員が本規約や当ＪＡの他の取引約定に違反
した場合など、当ＪＡがポイント会員の退会を必要とす
る相当の事由が生じた場合
⑤ 住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰
すべき事由によって当ＪＡにおいてポイント会員の所在
が不明となった場合
⑥ ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再
生手続開始の申し立てがあった場合
第９条 カードの紛失・盗難・破損による再発行
(1) 会員カードを紛失・盗難された場合は、利用停止手続きを行
いますので、ただちに当ＪＡにご連絡ください。また、会員カ
ードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要
となりますので、当ＪＡ所定の書面により再発行の手続きを行
って下さい。
(2) 紛失・盗難により、会員カードが再発行された場合、当ＪＡ
による利用停止手続きが完了した時点のポイント残高が、再発
行されたカードに引き継がれるものとします。但し、紛失・盗
難のお申し出がなく会員カードを第三者により利用された場
合、また、お申し出があっても利用停止が反映されるまでに会
員カードが第三者により利用された場合、その他何らかの損害
が生じた場合でも、当ＪＡは一切の責任を負いません。
(3) ポイント機能付ＪＡカード（クレジット機能付き）
・
（クレジ
ット・キャッシュ機能付き）を紛失・盗難・破損された場合は、
「三菱ＵＦＪニコス株式会社」への連絡等、別途お手続が必要
となります。
第 10 条 譲渡・質入等の禁止
本規約に基づくポイント会員の権利は、譲渡（相続含む）、質
入、または第三者への貸与等はできません。

にいがた岩船農業協同組合

第 11 条 免責事項
(1) 災害・事変等当ＪＡの責めに帰すことができない事由、また
は裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイン
トの取り扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じ
た損害について当ＪＡは一切の責任を負いません。
(2) 前項において当ＪＡの責めに帰すべき事由がある場合、当Ｊ
Ａの予見可能性の有無にかかわらず、当ＪＡは一切の責任を負
いません。但し、当ＪＡに故意または重大な過失がある場合は
この限りではないものとします。
第12条 本規約の追加・変更
会員規約並びにポイント付与基準、ポイント還元基準は、諸事
情により随時変更される場合がありますのでご了承ください．
なお、最新の変更内容に関する照会は、当ＪＡホームページで
ご確認いただくか、末尾のお問合わせ先または最寄りのＪＡ各支
店・出張所にお問い合わせください。
第 13 条 個人情報の交換利用・提供について
ポイント会員は、申込時点で以下について同意したものとします。
(1) 当ＪＡとＪＡ総合ポイント運営にかかる下記の委託先が、ポ
イント会員の下記個人情報の保護措置を講じた上で相互に提
供し、下記の目的で利用すること。
【委託先】
委託先名称：全国農業協同組合中央会、
（株）ＪＡ新潟電
算センター
【利用目的】
① 当ＪＡが委託先と連携して行うＪＡ総合ポイントの運
営や研究、開発
② 当ＪＡが取り扱う経済・信用・共済等の各事業・付随す
るその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及び
これらの研究や開発
③ 上記②記載の商品やサービス等の提供に際して、当Ｊ
Ａが行う判断、各種リスクの把握及び管理
【情報範囲】
ポイント会員の氏名・生年月日・住所・電話番号・メール
アドレス等の連絡先・家族構成・勤務先に関する情報・利用
商品やサービスの種類・入会日・取引金額・期日等の利用・
取引に関する情報・金融機関番号・支店番号・口座番号等の
管理番号のうち、当ＪＡ及び委託先各団体がそれぞれに保有
する情報
(2) 当ＪＡは、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監
督官庁により、ポイント会員の情報の提出を求められた場合は、
その要求に従うことができるものとします。
(3) 当ＪＡは、本規約に基づくＪＡ総合ポイントの業務を上記以
外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に
必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託いたします。

しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第
三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力
団員等またはテロリスト等を利用していると認められる
関係を有すること
② 暴力団員等またはテロリスト等に対して貸金等を提供
し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること
２．私は、私が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当
する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為
② 貴組合との取引に関して、脅迫的な言動をし、または
暴力を用いる行為
③ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴組の
信用を毀損し、または貴組の業務を妨害する行為
④ その他前各号に準ずる行為
第 15 条 準拠法・管轄
当ＪＡポイントサービスに基づく諸取引の規約準拠法は日本
法とします。本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた
場合には、新潟地方裁判所を管轄裁判所とします。

【ＪＡにいがた岩船 総合ポイント制度に関するお問合せ先】
にいがた岩船農業協同組合 各支店・出張所
又は、総合窓口：企画総務部 経営企画課 TEL：
（0254）52-0511
〒958-0854 新潟県村上市田端町８番５号
ホームページアドレス：http://www.ja-niigataiwafune.or.jp

第 14 条 反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
ポイント会員は、申込み時点で以下について同意したものとし
ます。
私は次の１に規定する暴力団員等もしくは１の各号のいず
れかに該当し、２の各号のいずれかに該当する行為をし、ま
たは１に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが
判明した場合には、本規約に基づく一切のサービス提供が停
止され、会員資格を取り消されても異議を申しません。あわ
せて私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会
員資格を取り消された場合には、当然に貴組合に対する一切
の債務の期限を失い、直ちに債務を弁済します。これにより
損害が生じた場合でも貴組合に何ら請求は行わず、一切私の
責任といたします。
１．私は、私が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった
時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの（以下これら
を「暴力団員等」という。
）またはテロリスト等（疑いがあ
る場合を含む）に該当しないこと、及び次の各号のいずれ
にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
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