
甲賀のゆめ丸ポイント会員規約

ＪＡポイントサービス会員規約
　この規約は、JA 総合ポイント会員（以下、「ポイント会員」といいます。）と伊賀ふるさ
と農業協同組合（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 1条　ポイント会員資格
　ポイント会員は、ポイント会員入会申込書を当 JA に提出し当 JA が承認した、国内に
居住する個人とします。また、ポイント会員資格の取得日は、当 JA がポイント会員登録
をした日とします。
　なお、同一人で複数のポイント会員資格を取得することはできません。万が一、同一人
で複数のポイント会員資格を有することが判明した場合、当 JA の任意によりその一部を
取り消すことができます。

第 2条　会員番号
　JA ポイントサービスでは、会員カード（JA 伊賀ふるさと総合ポイントカード）に記
載したポイント ID を JA ポイントサービスの会員番号とします。

第３条　会員特典
１．ポイント会員は、当 JA 所定の会員特典を受けることができます。
２．会員特典の内容は当 JA が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、店頭掲示、郵送、電子メールによる通知のいずれかの方法により
告知します。

第４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５条　ポイント
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。
３．ポイントは、当 JA がJA ポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニュー

のうち、ポイント会員が当 JA 所定の書面で申し込んだお客様コードおよびポイント
ＩＤに基づき集計します。ただし、一部の店舗や取引、カード提示が無い場合につい
ては、ポイント集計の対象外となる場合があります。

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．ポイントの利用内容に応じて、届出のあった氏名、住所に宛てて当 JA がギフト商品
券を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到
達したものとみなします。

７．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。）

８．ポイントの有効期限が到来した場合（ポイントの有効期限は、当該ポイント付与の翌
年度を１年目とし２年目の年度末（３月31日）まで有効です。）

９．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。
10．ポイントの利用を取消すことはできないものとします。
第６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７条　サービス提供期間
１．JA ポイントサービスの提供期間は、入会日から最初に到来する３月３１日までとし、

ポイント会員または当 JA から特に申し出のない限り、サービス提供期間満了日の翌
日から１年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。

２．JA ポイントサービスの提供期間が満了した場合は、換算したポイントは失効します。
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．当 JA は自己の事情によりポイント会員の退会処理を実施できます。その場合、郵送、
電子メール送信等でポイント会員あてに通知いたします。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。

４．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。
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．ポイント会員カードを紛失・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、ポイント会員カードを紛失・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、ポイント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ポイント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ポイント会員カー
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。

4．前項により会員カードを再発行される場合、ポイント会員は当 JA 所定の手数料を支
払うものとします。

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、質入、または第三者への貸与等はできません。
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 JA 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。

３．ポイント会員が希望する会員特典及びポイントを当 JA が提供できない場合、当 JA
及び当 JA の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。

４．. 会員特典及びポイントに関して、ポイント会員の有する苦情及びポイント会員の被っ
た被害（例えば JA ポイントサービスによる特典や提携先による特典を問わず、ポイ
ント会員が受ける特典及びポイントが不適切であったことに関して、会員の有する苦
情や被った被害）に対し、当 JA 及び当 JA の提携先はそれに対し如何なる責任も負
わないものとします。

第 12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、三重県農業協同組合中央会、三重県信用

農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会三重県本部、株
式会社三重県農協情報センター

　　　　　　全国農業協同組合中央会（JA グループ代表組織：全国農業協同組合
中央会）

　　住　所：〒 100-6837　　東京都千代田区大手町 1-3-1　JA ビル
　　　　　　　　　　　　　　（JA グループ代表組織所在地）

【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 JA 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、個人情報の取扱いを委託いたし
ます。

第 13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 14条　サービス内容の改廃及び規約の変更　
１．JA ポイントサービスの内容は当 JA の事情により変更することがあります。
２．JA ポイントサービスの会員特典、ポイントの換算基準等は当 JA の事情により改廃す

ることがあります。
３．JA ポイントサービス会員規約は、当 JA の事情により変更することがあります。規約

の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、
当 JA は一切の責任を負いません。

４．前各項の改廃および変更については、JA 所定のホームページ掲載、店頭掲示、郵送
による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知いたします。

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、津地方裁判所を管轄裁判所とします。

附　則
この規約は平成 30 年 4 月 3 日から施行する。

伊賀ふるさと農業協同組合

(JAカード単体型）

(JAカード一体型）

JAでのお取引に応じて
大きくポイントがたまります。

( ポイント専用カード）

9:00～18:00（10 月～3 月）

9:00～19:00（  4 月 ~9 月）

伊賀市平野西町 1番 1

　JA の直売所「とれたて市ひぞっこ」で総合ポイント
カードがご利用できます。
　ひぞっこでは、伊賀の特産品や新鮮な旬の農産物、
海産物、伊賀のおみやげなど、豊富に扱っています。
　ぜひご家族でお越しください。

9:00～18:00（10 月～3 月）

9:00～19:00（  4 月 ~9 月）

伊賀市平野西町 1番 1

　JA の直売所「とれたて市ひぞっこ」で総合ポイント
カードがご利用できます。
　ひぞっこでは、伊賀の特産品や新鮮な旬の農産物、
海産物、伊賀のおみやげなど、豊富に扱っています。
　ぜひご家族でお越しください。

総合ポイントランクアップ
スタート

〒 518-0820　三重県伊賀市平野西町１番１
伊賀ふるさと農業協同組合　総合企画部

 TEL.0595-24-5111

総合
ポイントカード
お問合せ先



会員（ランク） 付与倍率 ランク条件

一般 1 倍 ポイント会員

ブロンズ 2 倍

・貯金（普通・定期貯金の平均残高 50 万円以上）
・年金振込（公的年金）　　・給与振込　　　　・自動車共済加入
・ふれあい互助会加入　　・米年間特約加入　 ・組合員加入

いずれか 1 取引

シルバー 3 倍

・貯金（普通・定期貯金の平均残高 200 万円以上）
・年金振込（公的年金）　  ・給与振込　　　　・自動車共済加入
・ふれあい互助会加入　　・米年間特約加入

いずれか 2 取引 かつ 組合員加入

ゴールド 4 倍

・貯金（普通・定期貯金の平均残高 500 万円以上）
・年金振込（公的年金）　　・給与振込　　　　・自動車共済加入
・ふれあい互助会加入　　 ・米年間特約加入

いずれか 4 取引 かつ 組合員加入

総合ポイントランクアップってなに？

どうすればランクアップするの？

ポイントランクの設定について教えて！

　総合ポイントランクアップとは、信用事業（貯金・年金振込・給与振込）、共済事業（自
動車共済）、購買事業（ふれあい互助会・米の年間特約）、組合員加入の取引状況に
応じてランクが設定され、付与されるポイント倍率が変わりお得にポイントが貯ま
る制度です。ランクアップ条件等につきましては、右の表をご覧ください。

　ランク設定については毎月末の取引状況をもとにして２ヶ月後にランク設定をおこ
ないます。

1 月 2月 3月 4月

一般会員
（取引なし）

年金振込開始
（1取引） ブロンズ会員

　なお、ポイントカード会員様につきましては自動的にポイントランクアップの対象
となり、お手続きは必要ありません。
　ご不明な点がございましたら、総合企画部にお問い合わせください。

　ポイントは通常、200 円（税抜）のお買物につき１ポイントの付与となります。
　ただし、会員ランクにより、1 倍から最大４倍のポイントがつきます。

　例）1,000 円（税抜）のお買物をされた場合

会員区分 一般 ブロンズ シルバー ゴールド

付与倍率 1 倍 2 倍 3 倍 4 倍
付与ポイント 5 ポイント 10ポイント 15 ポイント 20ポイント

メールアドレスをご登録いただくと
50 ポイントプレゼント !

カード名
お買い物に便利な一枚 お買い物も貯金もこれ一枚

JA カード単体型
（クレジット機能付）

JA カード一体型
（クレジット・キャッシュカード機能付） ポイント専用カード

カード

クレジット ○ ○ ×
キャッシング ○ ○ ×

キャッシュカード × ○ ×
ポイント付与

※当JAでのお買物分に限ります。
○ ○ ○

ニコスポイント ○ ○ ×

入会資格 18 歳以上（高校生不可）で電話連絡可能な方。
※未成年者の方は、親権者の同意が必要です。

年齢制限なし

入会金 無料

年会費
初年度無料　次年度より年間 1,250 円（税別）

※ JA カードで電気料金か携帯電話料金のいずれかのお支払いをいただ 
　く等一定条件を満たした場合、年会費が無料となります。

無料

ポ
イ
ン
ト

カ
ー
ド
機
能

ポイントランクは 4段階、カードは機能によって 3種類

ひぞっこからのお得な情報をお届けします。
(50 ポイントプレゼントのキャンペーンはお一人様１回限りとさせていただきます。)

Q
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総合ポイントカード機能比較表

ポイント付与基準表

総合ポイントランクアップ
スタート

例）


