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■ＪＰ ＢＡＮＫ ＶＩＳＡカード／マスターカード マイナポイント特約                       （下線の部分は改定箇所）

改定前 改定後 

第２条 定義 

本特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。

なお、ＪＰ ＢＡＮＫ ＶＩＳＡカード／マスターカード会員規定において

定義された用語は、本特約に別段の定めのない限り、本特約及び別紙にお

いても同様の意味に用いられるものとします。 

(1)～(5)（略）  

(6) 事務局 

国（総務省）が指定する本事業を運営する法人（原則として、2022年3

月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局、2022年4月1日

以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会）をいいます。 

（新設） 

(7) 登録決済事業者 

本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを

提供する事業者をいいます。 

(8) 対象キャッシュレス決済サービス 

登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイ

ナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済

サービスをいいます。 

(9) 対象決済事業者 

対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 

(10) 利用者 

マイナンバーカードの保有者であって、マイキーＩＤの設定（マイナ

ポイントの予約を行うことでマイキーＩＤが設定されます。）を行った

者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの

申込み・登録を希望する者又は行った者をいいます。 

(11) 前払 

前払式支払手段（資金決済に関する法律第３条第１項）の発行に係る

対価の支払をいいます。 

(12) 物品等の購入 

前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカ

ード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購

入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。 

第２条 定義 

本特約及び別紙におけるそれぞれの用語の定義は、次のとおりとします。

なお、ＪＰ ＢＡＮＫ ＶＩＳＡカード／マスターカード会員規定において

定義された用語は、本特約に別段の定めのない限り、本特約及び別紙にお

いても同様の意味に用いられるものとします。 

(1)～(5)（同左） 

(6) 事務局 

国が指定する本事業を運営する法人（原則として、一般社団法人環境

共創イニシアチブ事務局又は一般社団法人キャッシュレス推進協議会）

をいいます。

(7) 国等 

国及び事務局を総称していいます。 

(8) 登録決済事業者 

本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを

提供する事業者をいいます。 

(9) 対象キャッシュレス決済サービス 

登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイ

ナポイントの申込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済

サービスをいいます。 

(10) 対象決済事業者 

対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。 

(11) 利用者 

マイナンバーカードの保有者であって、マイキーＩＤの設定（マイナ

ポイントの予約を行うことでマイキーＩＤが設定されます。）を行った

者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの

申込み・登録を希望する者又は行った者をいいます。 

(12) 前払 

前払式支払手段（資金決済に関する法律第３条第１項）の発行に係る

対価の支払をいいます。 

(13) 物品等の購入 

前払式支払手段、資金移動業に用いられる電子マネー、クレジットカ

ード等のキャッシュレス決済サービスを利用した商品若しくは権利を購

入し、又は有償で役務の提供を受けることをいいます。 

第３条 マイナポイント付与の要件及び方法 

(1) 利用者は、本サービスの申込期間として事務局又は対象決済事業者が

定める期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業

者が定める方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サー

ビスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシ

ュレス決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げ

るマイナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為（以下「対象行

為」といいます。）を行ったとき、マイナポイントの付与を受けること

ができます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定め

る方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登

録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済

サービスを変更することはできません。 

①～③（略） 

(2)（略） 

(3) 第１項の付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行った日か

ら、2023年2月末日までの期間をいいます。 

(4)～(5)（略）  

(6) マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対

象行為以後、一又は複数の前払又は物品等の購入に係る合計値が付与の

対象となる最小単位に達した後2023年3月21日までの範囲で対象キャッ

第３条 マイナポイント付与の要件及び方法 

(1) 利用者は、本サービスの申込期限として対象決済事業者が定める期限

内に、国が定めるマイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める

申込方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの

登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象キャッシュレス

決済サービスについて対象決済事業者が定める以下の各号に掲げるマイ

ナポイント付与の方法ごとに、各号に掲げる行為（以下「対象行為」と

いいます。）を行ったとき、マイナポイントの付与を受けることができ

ます。なお、マイナポイント利用規約及び対象決済事業者が定める申込

方法に従って申し込みを行い、対象キャッシュレス決済サービスの登録

が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サ

ービスを変更することはできません。 

①～③（同左） 

(2)（同左） 

(3) 本特約に定める付与対象期間は、対象者が本サービスの申込みを行っ

た日から、対象決済事業者が定める所定の日までの期間をいいます。 

(4)～(5)（同左） 

(6) マイナポイントは、原則として、マイナポイント付与の対象となる対

象行為以後、一又は複数の前払又は物品等の購入に係る合計値が付与の

対象となる最小単位に達した後対象キャッシュレス決済事業者が定める

時期に付与されます。 
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シュレス決済事業者が定める時期に付与されます。 

(7) 第三者によるマイキーＩＤ又は対象キャッシュレス決済サービスの登

録が行われた場合及び利用者がマイキーＩＤの登録又は対象キャッシュ

レス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録

手続の不備があった場合において、対象決済事業者、国及び事務局は、

当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当

該登録に関する責任も負わないものとします。 

(7) 第三者によるマイキーＩＤ又は対象キャッシュレス決済サービスの登

録が行われた場合及び利用者がマイキーＩＤの登録又は対象キャッシュ

レス決済サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録

手続の不備があった場合において、対象決済事業者及び国等は、当該利

用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録

に関する責任も負わないものとします。 

第４条 マイナポイント付与ができない場合 

(1) 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナ

ポイント付与が行われないものとします。なお、国、事務局及び対象決

済事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合

には、マイナポイントの付与を停止することがあります。 

①（略） 

② マイナポイント付与の上限額を超えている場合（対象行為に係るマ

イナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分につ

いて付与が行われない。） 

③～⑩（略） 

（新設） 

(2)（略） 

第４条 マイナポイント付与ができない場合 

(1) 対象行為が行われた場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナ

ポイント付与が行われないものとします。なお、国等及び対象決済事業

者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、

マイナポイントの付与を停止することがあります。 

①（同左） 

② マイナポイント付与の上限額に達している場合（対象行為に係るマ

イナポイント付与によって上限額を超える場合は、当該超過部分につ

いて付与が行われない。） 

③～⑩（同左） 

⑪ 国が定めるマイナポイント利用規約に規定するマイナポイントを付

与することができない事由に該当する場合 

(2)（同左）  

第７条 付与の取消 

(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与

に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国又は事務局より補

助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき又は第４条第

１項各号に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイ

ントの付与を取り消します。また、第５条第２項後段に該当する場合に

は、誤って付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 

(2)（略） 

(3) 第１項の取消は、対象決済事業者又は国及び事務局の判断に基づき行

われるものとします。ただし、当該取消が行われたことにより、利用者

に損害等が生じた場合であっても、対象決済事業者、国及び事務局は自

らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとしま

す。 

(4) 利用者は、利用者又は家族会員が対象キャッシュレス決済サービスに

係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をす

る場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約

等に従うものとし、当該加盟店から現金等による返金を受けてはならな

いものとします。 

第７条 付与の取消 

(1) 対象決済事業者は、マイナポイントの付与を行った場合に、当該付与

に係る取引が本サービスの適用対象外であることや国等より補助金返還

が命ぜられた部分に相当することが判明したとき又は第４条第１項各号

に該当することが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付

与を取り消します。また、第５条第２項後段に該当する場合には、誤っ

て付与されたマイナポイントを取り消すことがあります。 

(2)（同左） 

(3) 第１項の取消は、対象決済事業者又は国等の判断に基づき行われるも

のとします。ただし、当該取消が行われたことにより、利用者に損害等

が生じた場合であっても、対象決済事業者及び国等は自らの責めに帰す

べき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。 

(4) 利用者は、利用者又は家族会員が対象キャッシュレス決済サービスに

係る加盟店において、取引の取消又は当該取引に係る物品等の返品をす

る場合には、使用した対象キャッシュレス決済サービスに係る利用規約

等に従うものとします。 

第８条 不当な取引その他の禁止行為 

(1) 利用者は、以下の各号に掲げる取引（以下「不当な取引」といいます。）

を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイ

ナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合

は除きます。 

① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭

のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与（決

済手段とマイキーＩＤの紐づけを含みます。以下本項において同じと

します。）を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイン

トの付与を受けさせること 

②～⑤（略） 

⑥ その他国及び事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当

であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、又は使用

すること 

(2) 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行

為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マ

イナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は

第８条 不当な取引その他の禁止行為 

(1) 利用者は、以下の各号に掲げる取引（以下「不当な取引」といいます。）

を行ってはならないものとします。ただし、①から③については、マイ

ナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合

は除きます。 

① 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果又は金銭

のチャージを実施した結果に基づいて、自己がマイナポイントの付与

（決済手段とマイキーＩＤの紐づけを含みます。以下本項において同

じとします。）を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポ

イントの付与を受けさせること 

②～⑤（同左）  

⑥ その他国等が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると

判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、又は使用すること

(2) 利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引又は行

為を行ってはならないものとします。ただし、①及び②については、マ

イナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は
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除きます。 

①～②（略） 

③ 国、事務局及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アク

セス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為そ

の他本事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為 

④（略） 

(3)（略） 

(4) 不当な取引及び第２項に定める取引若しくは行為（以下「不当な取引

等」といいます。）やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくは本

特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済

事業者、国又は事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、

当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。 

除きます。 

①～②（同左） 

③ 国等及び対象決済事業者が運営するシステム等への不正アクセス、

本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本

事業の運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為 

④（同左） 

(3)（同左）  

(4) 不当な取引及び第２項に定める取引若しくは行為（以下「不当な取引

等」といいます。）やそのおそれが生じたこと、利用規約等若しくは本

特約に違反する行為又は利用者の責めに帰すべき事由により、対象決済

事業者又は国等その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該

損害額に相当する金額を賠償するものとします。 

第９条 取引等の調査等 

対象決済事業者は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合

に、当該取引等を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況

や対象キャッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不

当な取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者は、対

象決済事業者が利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法

により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、

対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否

かに関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対し

て必要な協力を行うものとします。 

第９条 取引等の調査等 

対象決済事業者は、不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不

適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等又は利

用を行った利用者について、マイナポイントの付与、使用状況や対象キャ

ッシュレス決済サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等

又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の判断に必要となる情報

を調査します。この場合、利用者は、対象決済事業者が利用者に対し、電

話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等又はマイナ

ポイントの不正若しくは不適切な利用の存否等に関する調査を行うことを

承諾するものとし、対象決済事業者からの問い合わせに応じること、不当

な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用を行ったか否か

に関する必要な回答をすることその他対象決済事業者による調査に対して

必要な協力を行うものとします。 

第10条 不当な取引等における事務局等への届出・通知等 

利用者は、利用者又は家族会員が不当な取引等を行い、又はそのおそれ

があると対象決済事業者が判断した場合、対象決済事業者が国又は事務局

に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、並びに届け出られた情報が

国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託

先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行及び不当な取引等の防

止のために提供されることに同意します。 

① 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等

の内容 

② 当該利用者又は家族会員の対象キャッシュレス決済サービスの利用履

歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等又はそのおそれがある取引等

に関する情報 

③ 不当な取引等又はそのおそれがあると判断した理由に関する情報 

④ 不当な取引等又はそのおそれがある取引等を行った利用者又は家族会

員への対応の内容 

⑤ その他、不当な取引等又はそのおそれがある取引等に関して前条に基

づく調査により取得した情報 

第10条 不当な取引等における事務局等への届出・通知等 

利用者は、利用者又は家族会員が不当な取引等、マイナポイントの不正

若しくは不適切な利用を行い、又はそれらのおそれがあると対象決済事業

者が判断した場合、対象決済事業者が国等に、以下の各号に掲げる事項を

届け出ること、並びに届け出られた情報が国等、登録決済事業者、登録決

済事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等

本事業の遂行及び不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切

な利用の防止のために提供されることに同意します。 

① 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれ

らのおそれがある取引等又は利用を行った日時、当該取引等又は利用の

内容 

② 当該利用者又は家族会員の対象キャッシュレス決済サービスの利用履

歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等、マイナポイントの不正若し

くは不適切な利用又はそれらのおそれがある取引等又は利用に関する情

報 

③ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれ

らのおそれがあると判断した理由に関する情報 

④ 不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用又はそれ

らのおそれがある取引等又は利用を行った利用者又は家族会員への対応

の内容 

⑤ その他、不当な取引等、マイナポイントの不正若しくは不適切な利用

又はそれらのおそれがある取引等又は利用に関して前条に基づく調査に

より取得した情報 

第11条 利用停止等 

(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、

利用者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付

与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一

部の停止又は中断をすることができるものとします。 

① 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三

者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブル

第11条 利用停止等 

(1) 対象決済事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、

利用者に対して何らの通知又は催告を行うことなく、マイナポイント付

与の停止若しくは対象キャッシュレス決済サービスの提供の全部又は一

部の停止又は中断をすることができるものとします。 

① 国等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者によ

る不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因
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に起因して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供

ができない場合 

② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サ

ービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができなくなった

場合 

③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係る

システム等の点検又は保守作業を行う場合 

④ 国、事務局及び対象決済事業者が第４条第１項各号に掲げる場合に

該当する、又は該当するおそれがあると判断した場合 

⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サ

ービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合 

⑥ 国又は事務局が本事業の実施を停止又は中断した場合 

(2)（略） 

して、本サービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができ

ない場合 

② 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サ

ービス又は対象キャッシュレス決済サービスの提供ができない場合 

③ マイナポイントの付与又は対象キャッシュレス決済サービスに係る

システム等の点検又は保守作業を行う場合 

④ 国等及び対象決済事業者が第４条第１項各号に掲げる場合に該当す

る、又は該当するおそれがあると判断した場合 

⑤ その他対象決済事業者が本サービス又は対象キャッシュレス決済サ

ービスの提供の停止又は中断が必要であると判断した場合 

⑥ 国等が本事業の実施を停止又は中断した場合 

(2)（同左） 

第12条 免責 

(1) 第三者がマイキーＩＤ及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを

行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マ

イキーＩＤに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者によ

る対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーＩＤに

係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者、国及び事務

局は責任を負わないものとします。 

(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務

局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて

生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わない

ものとします。 

第12条 免責 

(1) 第三者がマイキーＩＤ及び暗証番号を利用して本サービスの申込みを

行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マ

イキーＩＤに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者によ

る対象キャッシュレス決済サービスの利用等により当該マイキーＩＤに

係る本人に損害が生じた場合においても、対象決済事業者及び国等は責

任を負わないものとします。 

(2) 対象決済事業者の加盟店、他の登録決済事業者及びその加盟店、事務

局並びに国等、対象決済事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて

生じた利用者の損害について、対象決済事業者は一切の責任を負わない

ものとします。 

第14条 情報提供 

(1) 利用者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、

②の個人情報を取り扱うことに同意します。 

① 利用目的 

ア（略） 

イ 不当な取引等の検知、予防及び不当な取引等が行われた場合の処

理を行うため 

ウ～オ（略）  

②（略） 

(2) 利用者は、対象決済事業者が国、事務局、登録決済事業者、登録決済

事業者の加盟店及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定

める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交

付に係る手続のために、前項②に定める事項について提供することに同

意します。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に

定める不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金

交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業

者、登録決済事業者の加盟店及びそれらの委託先から利用者の個人関連

情報（取引を特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等）を取

得し、個人データとして利用することに同意するものとします。 

(3)～(4)（略）  

第14条 情報提供 

(1) 利用者は、対象決済事業者が①の目的を達成するために必要な範囲で、

②の個人情報を取り扱うことに同意します。 

① 利用目的 

ア（同左） 

イ 不当な取引等又はマイナポイントの不正若しくは不適切な利用の

検知、予防及び当該取引等又は利用が行われた場合の処理を行うた

め 

ウ～オ（同左）  

②（同左） 

(2) 利用者は、対象決済事業者が国等、登録決済事業者、登録決済事業者

の加盟店及びそれらの委託先に対して本事業の実施、第10条に定める不

当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に係

る手続のために、前項②に定める事項について提供することに同意しま

す。また、利用者は、対象決済事業者が本事業の実施、第10条に定める

不当な取引等を行った者の特定及び不当な取引等の防止、補助金交付に

係る手続きのために必要な範囲内で、国等、登録決済事業者、登録決済

事業者の加盟店及びそれらの委託先から利用者の個人関連情報（取引を

特定するためのID等、マイナポイントの付与履歴等）を取得し、個人デ

ータとして利用することに同意するものとします。 

(3)～(4)（同左）  

２ 本特約第３条第１項及び第５項に定める申込期間、申込方法並びにマイ

ナポイント付与の方法及び対象行為は、それぞれ次のとおりとします。  

（新設） 

① 本サービスの申込期間 

2020年９月１日から2022年６月29日まで 

② 申込方法 

ＪＰ ＢＡＮＫカードＷＥＢへ登録のうえ、マイキープラットフォーム

２ 本特約第３条第１項、第３項及び第５項に定める申込期限、付与対象期

間、申込方法並びにマイナポイント付与の方法及び対象行為は、それぞれ

次のとおりとします。  

① 本サービスの申込期限 

  2022年12月31日まで（ただし当行所定のホームページ上に掲載する期

間は申込みできません。）

② 本サービスの付与対象期間

2020年９月１日から2022年12月31日まで 

③ 申込方法 

ＪＰ ＢＡＮＫカードＷＥＢへ登録のうえ、マイキープラットフォーム
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等から必要事項を入力 

③ マイナポイント付与の方法と対象行為 

本特約第３条第１項②により、付与対象期間における利用者及び家族

会員の累計カードショッピング利用代金（キャッシング一括及び海外キ

ャッシュサービスご利用分、キャッシングリボ返済金、リボルビング払

い及び分割払いの手数料、ＪＰ ＢＡＮＫ カード年会費、各種キャッシ

ュレス決済サービスへのチャージ、一部保険料並びに当行所定の加盟店

での利用代金等は含みません。）に応じて、マイナポイントを付与 

等から必要事項を入力 

④ マイナポイント付与の方法と対象行為 

本特約第３条第１項②により、付与対象期間における利用者及び家族

会員の累計カードショッピング利用代金（キャッシング一括及び海外キ

ャッシュサービスご利用分、キャッシングリボ返済金、リボルビング払

い及び分割払いの手数料、ＪＰ ＢＡＮＫ カード年会費、各種キャッシ

ュレス決済サービスへのチャージ、一部保険料並びに当行所定の加盟店

での利用代金等は含みません。）に応じて、マイナポイントを付与 

以 上 


