
さまざまな生活シーンでポイントがたまる！つかえる！

JA遠州中央
総合ポイントサービス

JA遠州中央総合ポイントサービスは、ＪＡ遠州中央の各種サービスをご利用された際、
それぞれのご利用に応じてポイントが貯まるサービスです。

貯まったポイントは、お買い物時の値引きやキャッシュバックに使えます。

平成28年6月版

入会金
無料

JA遠州中央　ポイント

JAバンクで お買い物で JA-SSでの給油で

肥料などのご購入で 農産物の出荷で 組織活動で



かしこく
ポイントをためよう!

ポイントいろいろ
貯まりやすい！

JAバンクで 肥料などの
ご購入で

お買い物で農産物の
出荷で

JA-SSの給油で組織活動で

★
★★★
★★★★★

シルバーステージ（★：1～2つ）
ゴールドステージ（★：3～4つ）
プラチナステージ（★：5つ以上）

JA遠州中央のご利用がふえると での

ポイント獲得倍率がアップ！

レギュラーステージ
216円（税込）⇒1ポイント

シルバーステージ
★

216円（税込）⇒2ポイント

ゴールドステージ

プラチナステージ

★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★

216円（税込）⇒3ポイント

216円（税込）⇒5ポイント

2倍！2倍！ 3倍！3倍！ 5倍！5倍！ステージ
UP

ステージ
UP

ステージ
UP

ステージ
UP

ステージ
UP

ステージ
UP

ステージは毎月1日に更新します。
（反映までに２ヵ月程度かかります）

ポイント獲得倍率がアップ！さらに！
どっさり市 直売所

ステージアップのためのお取引項目

ステージランクや、貯まったポイントはレシートで確認できる！

レシートをチェック！
〈 領収書 〉

〈〈ポイントサービスのご案内〉〉

2016年6月1日（水）16：15 レジ01

カードNo.
ステージランク

0123456789
ゴールド

通常P　　　￥1,200
ステージポイント
今回のポイント
累計ポイント

※写真はイメージです。

5p
10p
15p
XXp

担当：遠中花子
011 ショウヒンA　　　300
011 ショウヒンB　　　200

例えば の方は、「プラチナステージ」に！

※1 定期貯金・定期積金(掛込残高)・積立定期の合計額 ※2 当JA発行のJAカード(個人用のみ)の引落実績があること ※3【給与振込】給与振込ポイントの付与
実績があること 【年金振込】年金振込実績があること(振込がない月はシステムで振込継続が認識できる場合はカウント） ＊給与振込・年金振込を両方お受取り
の場合もカウントされる★スター数は１つとなります。 ※4 融資残高は当座貸越残高を含む(総合口座の定期貯金担保による当座貸越は除く)。月末時点で延滞が
ある融資契約は★スターのカウント対象外 ※5 青年部員または女性部員ポイントの付与実績があること ※6 正組合員または准組合員の資格(出資)があること

お客さまのステージランクやポイント残高
は、お店でお買い物した時のレシートでご確
認いただけます。

JAとのお取引内容に応じて毎月ステージを
見直し、翌々月の1日から末日まで適用します。

※新 規 入 会 の 方 は入 会 登 録 完 了日の 翌 々月1日から
ステージランクが適 用されます。それまでは通常の
216円（税込）⇒1ポイントでの加算となります。なお、
レシートへのステージランクの印字も翌々月1日からと
なります。

●ステージランク・ポイント残高の確認方法 ●ステージの更新

〈例〉

★
定期性貯金（50万円以上） ※１

★
JAカードでのお支払い

★
JAカードでのお支払い

★
給与振込または年金振込

★
青年部員または女性部員

★★
組合員資格

※2

★
給与振込または年金振込 ※3

★
融資残高あり ※4

★
青年部員または女性部員 ※5

★★
組合員資格 ※6

お取引
内容

ステージ
適用

レシートをチェック！

３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月３月 4月 5月



JA遠州中央の事業ご利用で、自動的にポイントがたまる！
遠州中央農業協同組合 平成27年4月1日現在

部門 ポイント付与項目 基準単位
付与ポイント※1 　付与 ※2

タイミング 備考
組合員 員外

金融

定期性貯金残高 毎月末100万円あたり 2 1 翌月20日 　1ヶ月　※3

80ポイントが上限

給与振込 振込者に振込月ごとに 20 10 翌月20日 ※4

年金振込 振込者に振込月ごとに 3 2 翌月20日 ※4

JAカード決済 クレジット決済月ごとに 10 5 翌月20日 ※5

融資残高 毎月末100万円あたり 3 1 翌月20日 　1ヶ月　※6

60ポイントが上限

販売

 

販売品（農産物の出荷） 振込金額3,240円（税込）につき 1 1 12月末締で
1月20日

ファーマーズマーケット・直売所
での購入 購入金額216円（税込）につき 1 1 即時 ※7※8　 ステージ

アップあり

購買 葬祭関連を除く全ての購買品 供給金額1,080円（税込）につき 1 1 翌日 ※9

肥料・農薬の予約奨励金 別途「肥料・農薬奨励基準」による — — 9月末締で
11月20日

※10

組合員組織

組合員加入 組合員加入時1回限り — 500 承諾日の
翌月20日

※11

既組合員 ポイントサービス入会時1回限り 500 — 登録日の
翌月20日

※12

青年部員 会費納入時1人あたり 300 — 7月20日

女性部員 会費納入時1人あたり 300 300 7月20日

㈱ジェイエイ遠中
サービス

 

給油所
（JAカードでクレジット購入する全ての商品）

購入金額1,080円（税込）につき 5 5 翌日 ※13

農機センター 供給金額1,080円（税込）につき 1 1 翌日 ※9

Aコープ（一部商品を除く） 購入金額216円（税込）につき 1 1 翌日 ※7※14※17

お中元・お歳暮商品 購入金額1,080円（税込）につき 1 1 代金決済日の
翌月20日

農業用Ａ重油 購入金額1,080円（税込）につき 5 5 翌月20日

旅行
センター 

※15 利用金額432円（税込）につき 2 1 代金支払後
随時

その他 ニコスポイントから
JAポイントへの交換

200ニコスポイント以上
200ニコスポイント単位

200ニコスポイント→
1,000JAポイント

交換申請日から
約４週間以内

※16

● ポイント会員登録完了後のお取引からポイント付与対象となります。会員登録は、お申込みから登録完了まで約１週間かかります。諸事情によりさらに日数がかかる場合がありますのであらかじめご
了承ください。

※1  当JAに出資されている正組合員または准組合員ご本人を「組合員」としています。組合員家族の方は「員外」となります。組合員家族の方にも組合員加入（10口/10,000円の出資）をおすすめ
します。

※2  ポイントのご利用（還元）や照会は、付与日の翌日以降から可能となります。付与日はシステムの都合により前後する場合があります。
※3  定期性貯金残高は定期貯金・定期積金（掛込残高）・積立定期の合計額となります。定期性貯金残高に対する付与ポイントは、利子所得として表示ポイントから２０.３１５％（国税１５.３１５％＋地

方税５％）が源泉徴収されます。（平成２５年１月から平成４９年１２月まで復興特別所得税が適用されます。）
※4  当JAシステムで給与振込または年金振込と自動的に認識できる振込みに限ります。また、複数の各振込があった場合でも各ポイントは二重カウントされません。
※5  当JA発行のJAカード（個人用のみ）の引落実績に限ります。また、複数の引落しがあった場合でもポイントは二重カウントされません。
※6  融資残高は当座貸越残高を含みます。（ただし総合口座の定期貯金担保による当座貸越は除きます。）　月末時点でご返済が遅れている場合はその融資契約はポイント付与対象外となります。
※7  レジ精算前にポイント専用カードまたはポイント付JAカードをご提示ください。ご提示が精算後となった場合は、ポイントは付与されません。また、カードをお忘れのときなども、レシートのご

提示によるポイント付与はできません。レシートにポイント数が表示されている場合でも、ポイントカードとしての機能が無効になっている場合はポイントは付与されません。
※8  茶ピア直売所（売店）はポイント対象外店舗です。
※9  会員登録完了日の翌日のお取引（供給計上分）からポイント付与対象となります。ポイントのご利用（還元）や照会は、付与日の翌日以降から可能です。休日等の関係でポイント加算が数日程度遅れ

る場合があります。
※10  ｢肥料・農薬奨励基準」については、各営農センター等へお問い合わせください。
※11  組合員加入手続きは、お申込みから手続完了（承諾日）まで１ヵ月程度かかります。ただし、書類に不備があった場合や総代会前後の加入手続き（5～6月お申込み）は、承諾までに３か月程度か

かる場合があります。
※12  すでに正組合員または准組合員になっている方が総合ポイントサービスに入会されたときにポイント付与対象となります。
※13  事前にポイント付JAカードのクレジット番号を総合ポイントサービスにご登録のうえ、給油所（JA-SS）でポイント付JAカードでお支払いいただくとポイントが貯まります。クレジット番号の登録

は入会店舗でお手続きください。JAカード以外のクレジットカードや現金での購入はポイント付与の対象となりません。㈱ジェイエイ遠中サービスが運営するJA-SSがポイント対象となります。
※14  配送扱いの商品など一部商品はポイント付与対象外となります。
※15  旅行センターのポイント対象となる取引 ①ときめきツアー（旅行センター企画の募集旅行）の1泊以上の商品 ②国内航空会社系パッケージツアー（ANAスカイホリデー、JALツアーズ）③海外

パッケージ旅行（旅行センターにて取扱う全商品）
※16  ニコスポイント交換はポイント付JAカードで総合ポイントサービスに会員登録いただいた方が対象となります。ポイント交換方法は①三菱UFJニコスホームページから【インターネット】での応

募　②「JAポイント移行専用応募用紙」を当JAホームページからダウンロードして【郵送】での応募　の２つの方法があります。インターネットでのご応募は三菱UFJニコスのWeb会員サービス
｢NICOSネットブランチ」の会員登録が必要です。ニコスポイント数は毎月の「ご利用代金請求書」またはWeb会員サービス「NICOSネットブランチ」でご確認いただけます。

 ご不明な点はJA各支店窓口でお尋ねください。
※17  ファミリーマート森町宮の市店でのお買い物はポイント対象外です。

●ポイント会員が死亡された場合はお亡くなりになった日が退会日となりポイントは失効となります。

●ポイント付与基準表



さまざまなお店で、ポイントがたまる！
＊会員登録完了日のお取引から付与されます。

対象店舗 店舗名 住所 電話番号 営業時間 定休日

ファーマーズ
マーケット

 見付どっさり市 磐田市見付3599-1 0538-36-7081 9：30～18：00 無休※4

 磐田南部どっさり市 磐田市前野2765-2 0538-21-4500 9：00～18：00 無休※4

農産物直売所

 新鮮市 月見の里ひろば 袋井市上山梨2-14-7 0538-48-6164 9：00～16：00 水※5

 みなみ市場 袋井市掛之上13‐2 0538-42-4035 9：00～15：00 日※5

 森の市 周智郡森町森1731-2 0538-85-0831 9：00～18：00 無休※5

 あさば新鮮市 袋井市浅名1053 0538-23-7877 9：00～17：00 日※5

 ふくの市 磐田市南島529 0538-55-3218 9：00～17：00 火※5

 天竜 山の市 浜松市天竜区二俣町二俣199-1 053-925-8010 9：00～17：00 月※5※6

Ａコープ 豊田中央店 磐田市森下127-5 0538-32-7350 9：30～19：30 無休※7

給油所（JA-SS）※1

園田ステーション 周智郡森町谷中224-1 0538-85-1010 8：00～19：00 日※7

セルフ一宮ステーション 周智郡森町一宮1261-1 0538-89-7277 7：00～20：00

無休※7

磐田ステーション 磐田市岩井1759-1 0538-32-1416 7：30～20：00
（日祝8：00～18：00）

セルフ浅羽ステーション 袋井市浅岡239-1 0538-23-3231 7：00～22：00

セルフ福田ステーション 磐田市福田2669 0538-55-3717 7：00～20：00

磐田南ステーション 磐田市前野2769-1 0538-21-1002 7：00～20：00
（日祝8：00～19：00）

農機センター※2

森袋井農機センター 周智郡森町谷中486-8 0538-85-3139

8：00～17：00 無休※7茶ピア浅羽農機センター 袋井市岡崎7157-27 0538-44-1620

西部農機センター 磐田市豊田170 0538-34-3196

営農センター・
支店など※2※3

営農センターなど 購買品をご購入の際はポイント
カードをご提示ください。

（購買品を扱っていない支店もございます。）

— 8：30～17：00 土日祝※8

支店 — 8：30～15：00 土日祝

※1  事前にポイント付JAカードのクレジット番号を総合ポイントサービスにご登録のうえ、給油所（JA-SS）でポイント付JAカードでお支払いいただくとポイントが貯まります。クレジット番
号の登録は入会店舗でお手続きください。（株）ジェイエイ遠中サービスが運営するJA-SSがポイント対象となります。

※2 会員登録完了日の翌々日のお取引から付与されます。未収金扱いなどの他に現金でお支払いの場合もポイントカードのご提示でポイントが貯まります。

※3 茶ピア直売所（売店）はポイント対象外店舗です。

※4 年始・盆など特別日を除きます。

※5 年末年始・盆など特別日を除きます。

※6 祝日の場合翌日が休業となります。

※7 年始など特別日を除きます。

※8 一部の店舗は土曜日（または土日）も営業します。

 ステージアップ対象店舗

おトクにポイントをつかおう！はこちら



ご入会いただける方 ポイント有効期限

おトクに
ポイントをつかおう!

使い方1　お買い物時の値引き 使い方2　キャッシュバック

入会方法

会員証ラインナップ

クレジットポイントからJAポイントへ移行可能!！　ポイント付JAカードで会員登録いただいた方限定！

● 18歳以上の個人の方で当JAの貯金口座をお持ちの方（高校生を除きます。）
※当JAとお取引がない場合はご本人名義の貯金口座を開設していただければご入会可能です。
※当JA管内または隣接地（近隣）に拠点を置き、当JAが入会を認めた法人・任意団体も対象とします。
　対象外となる法人・任意団体もありますので、詳しくは各支店にお問い合わせください。

ファーマーズマーケット・農産物直売所・営農セン
ター・店（経済店舗）・LPGセンター・農機センター
でのお支払いに1ポイント=1円として1ポイント
単位でご利用いただけます。
※ 精算前にポイント専用カードまたはポイント付JAカードをご提

示ください。
※ ポイントの値引き分にはポイントはつきません。
※ 購買未収金の入金には利用できません。
※返品した場合、返品金額に応じた付与ポイントの返還が必要となる場合があります。

【ポイントが使えるお店】
見付どっさり市、磐田南部どっさり市、新鮮市 月見の里ひろば、みなみ市場、
森の市、あさば新鮮市、ふくの市、天竜 山の市、営農センター、店（経済
店舗）、LPGセンター、農機センター
※ Aコープ豊田中央店とファミリーマート森町宮の市店、茶ピア直売所(売店)は対象外となります。

※クレジットポイントは提携クレジットカード会社（三菱UFJニコス）が発行するポイントです（ニコスポイント）

レストランやショッピングなどのお支払いで貯まったニコスポイントをJAポイントに移行できます。
ポイント移行の申請は、インターネット、郵送をご利用いただけます。
●インターネットでの交換方法
三菱UFJニコスホームページWeb会員サービス「NICOSネットブランチ」にログインのうえお手続きください。
ニコスポイント数のご確認とポイント移行手続きがその場で完了して大変便利です。
●郵送での交換方法
｢JAポイント移行専用応募用紙」を当JAホームページからダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ応募用紙をご郵送ください。
(郵送先：応募用紙左下の【宛先】を切り取り封筒に貼り付けてください)
※家族カードでのご応募はできません。 ※インターネットでのご応募は三菱UFJニコスのWeb会員サービス「NICOSネットブランチ」の会員登録が必要です。
 ※ニコスポイント数は毎月の「ご利用代金請求書」またはWeb会員サービス「NICOSネットブランチ」でご確認いただけます。

● JA遠州中央の各支店でお申込みください。（支店営業時間 平日8：30～15：00）
※ すでに当JA貯金口座をお持ちの方は、貯金のお取引店でのお手続きがスムーズです。当JA貯金口座をお持ちでない方は、

なるべくお住まいもしくは勤務先などに近い店舗へご来店ください。

● お申込みの際は、①ご本人名義の当JA貯金口座の通帳 ②ご印鑑（お届印） ③ご本人であるこ
とを確認するための公的書類（本人確認書類：運転免許証、パスポートなど）をお持ちいただく
とお手続きがスムーズです。カード種類などによってお申込み方法、必要書類が異なりますの
で、詳しくは各支店にご確認ください。

※1 ポイント専用カードはその場で発行いたしますが、入会登録完了まで約1週間かかりますのであらかじめご了承ください
（ポイント付与は登録完了後のお取引からとなります）。 ※2 ポイント付JAカード（クレジット機能付き）は発行までに1ヵ月程
度かかる場合があります。JAカード所定の審査によりお申込みの意に沿えない場合がございますのであらかじめご了承くだ
さい。 ※3 クレジット決済口座をキャッシュバック指定口座として登録させていただくため、クレジット決済口座は当JA口座の
みとさせていただきます。※4 当JA発行のJAカード（個人用に限ります）でクレジット決済口座が当JA口座の場合のみポイン
ト付JAカードにお切替えが可能です。詳しくは各支店までお尋ねください。

● ポイントの有効期限は、当該ポイントの取引日から起算して4年を経過し
た最初の3月末となります。（実質4年以上、5年未満）

※ 例：平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに付与されたポイントの有効期限は平成２９
年３月３１日となり、それ以降は失効します。

お客様の申請により100ポイント以上100ポイン
ト単位でキャッシュバックご指定口座（JA遠州中央
のご本人口座）へお振込みいたします。支店また
はJAポイントネットサービスでお申込みいただけ
ます。
※申請日の翌月15日（非営業日の場合は前営業日）に入金されます。

◀ポイントネットサービスURL
　http://www.ja-point.net

パソコン・携帯電話でポイ
ント残高＆ステージランク
の確認、キャッシュバック
申込みができます。

ポイント専用カードをご希望の方
ご本人名義の当JA貯金口座通帳またはキャッシュカード・本
人確認書類をお持ちください。※1

ポイント付JAカードを新規でご希望の方
ご本人名義の当JA貯金口座通帳・ご印鑑・本人確認書類を
お持ちください。※2 ※3

すでにJAカードをお持ちの方
JAカードから「ポイント付JAカード」へのお切替えをおすす
めします。現在お持ちのJAカード・クレジット決済口座の通
帳・ご印鑑・本人確認書類をお持ちください。※2 ※3 ※4

1
ポイント

1
円

その場で使える！
ムダなく使える！

100
ポイント

100
円

JAポイントネット

200ニコスポイント以上、
200ニコスポイント単位で
移行できます。

200 ニコス
ポイント

1,000 JA
ポイント

JA
ポイント

JA
ポイント

クレジット
カード
クレジット（ ポイント ）

JA
ポイント

クレジット
カード
クレジット（ ポイント ）

キャッシュ
カード

ポイント付JAカード（クレジット機能付き）ポイントカード（クレジット機能なし）
ポイント専用カード ポイント ＋ クレジットカード

で貯まって
おトク！ダブルダブル

「どっさり市」「直売所」で、お支払いを
「ポイント付JAカード（クレジット機能付き）」ですると、

JAポイントと
クレジットポイントが

※JAカード（クレジット機能付き）の場合は、発行者である三菱UFJ
ニコス株式会社が定める年会費が別途必要となります。

※平成27年4月より、カード券面デザインが一部変更となりました。
旧デザインカードもこれまで通りご利用いただけます。



ポイントサービス会員規約 遠州中央農業協同組合　平成25年1月4日

この規約は、お客様（以下「会員」という）と遠州中央農業協同組合（以下「当JA」という）との間で、当JAが会員の取引内容に応じてポイントを
当JA所定の基準で提供するポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。申込みにあたっては下記条項に同意したものとします。

第1条 会員資格
  会員とは、個人（高校生を除く18歳以上）および法人・その他

任意団体で本規約を承認のうえ入会申込書を提出し、当JA
が承認した方をいいます。

第2条 入会方法
  所定の入会申込書に必要事項（住所、氏名、生年月日、電話番号

等）を全てご記入いただき、ご本人が申込みするものとします。

第3条 入会金
 当JAのポイントサービス入会金は無料です。

第4条 JAポイント
 ① 要領に定める当JAの事業利用実績に応じてポイントが付与さ

れます。なお対象となる事業・取引に関する詳細は、当JA
が定める付与基準表をご覧ください。

 ② ポイントについては、会員が利用した金額等に基づいて、当
JAが定める付与基準表に基づいて計算を行なった日に付与
されます。

 ③ ポイントの付与はポイントサービス入会以降の取引が対象と
なります。

 ④ ポイント累計はJA各店舗で確認できます。
 ⑤ ポイントは、当JA所定の方法によりポイント還元に利用する

ことができます。ただし、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。

 ⑥ ポイントの有効期限は、当該ポイントの取引日から起算して
4年を経過した最初の3月末となります（実質4年以上5年未
満）。

第5条 届出事項の変更
  会員の住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更がございま

したら、すみやかに最寄りのJA各店舗にお申し出ください。
お申し出がない場合は、ご連絡・通知が届かず、サービスを受
けられない場合があります。

第6条 カードの紛失・盗難・破損および再発行
 ① ポイントカードおよびポイント付JAカードを紛失・盗難された

場合で、第三者にカードを不正に使用されるおそれがある場
合には、書面または電話によりポイントの利用停止を申し出
ることができます。この場合、ポイントの利用を一時的に停
止します。ポイントの利用停止を行なった場合は、ポイント
の利用再開の手続きも必要となりますので、当JA所定の書
面により申し出てください。

 ② ポイントカードおよびポイント付JA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所定の書面によりお届けください。

 ③ ポイントカードが再発行された場合、ポイント残高を新しい
ポイントカードに引き継ぎます。ただし、紛失・盗難によりポ
イントの利用停止を申し出た場合は、当JAによるポイント利
用停止措置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。ただし、紛失・盗難の
お申し出がなくポイント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
ポイントカードが第三者により利用された場合、その他なん
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。

 ④ ポイントカードの再発行には、手数料がかかる場合がありま
す。

 ⑤ ポイント付JAカード（クレジット機能つき）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
別途お手続きが必要となります。

第7条 事故防止を目的とした本人確認
  ポイントや特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、

不正取得による事故防止および不正使用防止を目的として、
必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があり
ます。

第8条 ポイント残高の失効・譲渡
 ① 会員を退会される場合、ポイントの残高は失効いたします。

なおポイント残高は、同一世帯の会員や家族会員へ譲渡する
ことができます。ポイントを譲渡する際は、最寄りのJA各店
舗にお申し出ください。

 ② 会員が死亡された場合はポイントは失効となります。

第9条 解約等
 ① 本契約は、会員または当JAの一方の都合でいつでも解約す

ることができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当
JA所定の書面によるものとします。なお付与したポイントは
失効します。

 ② 会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはいつ
でも会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基
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。

 　❶ 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。

 　❷ 会員が死亡した場合。
 　❸ 会員が本契約や当JAとの他の取引約定に違反した場合な

ど、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じ
た場合。

 　❹ 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由
によって当JAにおいて会員の所在が不明となった場合。

 　❺ 会員に支払いの停止または破産もしくは民事再生手続き
開始の申立てがあった場合。

 ③ ポイントサービスの契約は会員お1人につき1契約とします。
万一会員お1人につき2契約あることが判明した場合、2契
約のうち任意の1契約を解約できるものとします。

第10条 免責事項
 ① 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、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したり不能となった場合、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、特別
損害については、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。ただし、当JAに故意また
は重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

第11条 サービス内容の改廃および規約の変更
 ① ポイントサービスの内容は、当JAの都合で変更することが

あります。変更内容は当JAホームページ、店頭掲示により
告知します。

 ② 本規約は、当JAの都合で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。

第12条 個人情報の取扱いについて
 ① 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。

当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、会
員の個人情報について保護措置を講じた上で相互に提供し、
下記の目的に利用すること。

 　◆委託先
 全国農業協同組合中央会、静岡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静岡県本部、（株）静岡
県農協電算センター、㈱農協観光

 　◆利用の目的
 　　以下❶～❷
 　　❶ 当JAが委託先と連携して行うポイントサービスの運営

や研究、開発。
 　　❷ 当JAが取扱う信用・共済・営農・経済等各事業と付随

するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内。
当JAが発行するポイントカードの発行業務およびその
発行可否の判断。

 　◆情報の範囲
会員の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス
等所定の申込書に記入、申告された事項。

 ② 当JAは、法令、裁判手続その他の法的手続き、または監督
官庁により、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、本規約に基づくポイントサービスの業務を上記以
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。

〒438-0086　静岡県磐田市見付3599-1
TEL：0538-36-7000（総合企画課）


