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■事業目的
持続性、安全性の高いキャッシュレスシステムであるICOCA電子マネーシス
テムを活用し、新見市内でのみご利用できる「にーみんポイント（地域ポイ
ント）」を付与することで、経済循環を創出するとともに市内経済の発展を
目的とした事業です。
「決済・地域ポイント端末（以下、「専用端末」と記載します）」をご利用
いただくことでICOCA電子マネー決済と、にｰみんポイントの利用を実現し、
キャッシュレス化の推進にもつなげてまいります。

■事業概要
市内でのお買い物、地域イベントへの参加などの活動によりに-みん（地域ポ
イント）を獲得し、そのポイントを加盟店でご利用いただくことで、市内消
費・市内経済循環の活性化を目指します。
またICOCA電子マネーをご利用いただくことでキャッシュレス社会に向けた
啓蒙・普及活動も期待されます。

■新見市ICOCA地域ポイントの事業内容
全市民を対象として本市独自デザインのICOCAカードを作成し、事前に申請
された方へのみ、予め1ポイント1円相当のにｰみんポイント（地域ポイント）
5,000ポイントを付与して配布します。新見市オリジナルICOCAに付与され
るに-みんポイントは市内の加盟店でのみ利用できるポイントのため、市内で
の経済循環が生まれます。ポイント還元事業などにより、さらなる市内消費
の拡大や市内経済循環の活性化を図るとともに、各種行政施策への参加促進
にも活用していきます。
また、将来あらゆる分野へ活用の場を広げてまいります。

①ICOCA地域ポイント事業について
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に-みんポイント ICOCA電子マネー

ご利用エリア 新見市内の加盟店限定 日本全国

利用による
地域ポイント還元

利用時の地域ポイント
還元はありません

加盟店で決済した場合
一定率の地域ポイント

還元があります

現金チャージ 現金チャージはできません チャージ機で可能です

残高上限 残高上限はありません 上限は20,000円です

有効期限 発行から6か月となります※1 有効期限はありません

マイページ※2 新見市専用のマイページを
ご利用いただけます マイページはありません

■新見市オリジナルICOCAカードについて

本市内の加盟店でのみご利用いただける「にーみんポイント」と、日本各地の施設
や公共交通機関でご利用いただける「ICOCA電子マネー」の2種類の決済手段を持
った新見市オリジナルデザインのICOCAカードです。

※新見市オリジナルICOCAカードの取得にはお申込みが必須となっております。
お申込み方法については15ページ以降をご覧ください。
令和4年10月上旬より申請いたただいた市民の皆様に順次発送し、同年10月24日以
降、にーみんポイント及びICOCA電子マネーともに使用可能となります。
配布される新見市オリジナルICOCAカードは、に-みんポイントが5,000ポイント、
電子マネーが0円分付与された状態で発送いたします。

・「にーみんポイント」 と「ICOCA電子マネー」の比較について

※1 初期発行の5,000ポイントは令和5年4月23日までとなります
※2 マイページについては12ページをご覧ください

①ICOCA地域ポイント事業について



■ICOCA地域ポイントについて

・仕組み
自治体や運営事務局によって発行されたにーみんポイント(地域ポイント)を利用
者に提供し、に－みんポイントが利用可能な加盟店でご利用いただけます。

・ポイント発行について
＜自治体からのに-みんポイント発行＞

新見市オリジナルICOCAカードの発行時ににーみんポイントが5,000ポイント付
与されており、新見市内の加盟店でのみご利用いただけます。将来的には、自治
体が提供するサービス、地域活動に参加した際にも地域ポイントが付与されます。

＜ICOCA電子マネー利用時のポイント還元＞
地域ポイント加盟店の専用端末にてICOCA電子マネーによる決済を行った際には、
実績に応じて1％のにーみんポイント還元がございます。
当月の利用実績が集計され、翌月末ににーみんポイントの合計が発行されます。

・ポイント利用
利用者に提供されたにーみんポイントは、ICOCA地域ポイント加盟店にて専用端
末を用いることで、購入代金の支払いにご利用いただけるようになります。

・ポイント利用可能な店舗
にーみんポイントは新見市内の加盟店でのみご利用いただけます。
加盟店は新見市観光協会のホームページに一覧を掲載いたしますのでご確認
ください。

①ICOCA地域ポイント事業について
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は、タッチするだけで
自動改札が通れる、JR西日本の
ICカード乗車券です。
電子マネーとして駅ナカのコンビニや
ショッピングセンター、飲料自販機等のほか、

（サービスマーク）のある街ナカの
お店でのお支払いにもご利用できます。

一般的な
ICOCAカード

・ICOCA電子マネーの利用
ICOCA地域ポイントシステムを導入すると加盟店に専用端末が提供されます。
この専用端末を使ってICOCA電子マネー決済が出来るようになります。

①ICOCA地域ポイント事業について

■ICOCAについて

※「ＩＣＯＣＡ」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



■新見市オリジナルICOCAカードを利用する（利用シーンごとの手順）

１．にーみんポイントを使う
一般的な代金や料金のお支払でに-みんポイント利用を行います。
お持ちのICOCAカードに付与されている残ポイントから決済されます。

01 お支払いの際、「にーみんポイントで」とお申し出ください。

02 ご利用の金額を確認してカードリーダーにタッチ!
※にーみんポイントの決済ではポイント還元はございません

２．電子マネーを使う
一般的な代金や公共交通機関のお支払で電子マネーの利用が可能です。
お持ちのICOCAカードにチャージされている残高から決済されます。

01 お支払いの際、「ICOCA電子マネーで」とお申し出ください。

02 ご利用の金額を確認してカードリーダーにタッチ!
※地域ポイント事業加盟店での電子マネー決済額に応じて

にーみんポイントを還元いたします

３．不足分のお支払い
にーみんポイント及び電子マネーのお支払いによる不足分は、原則として
現金でお支払いください。

01 精算する際、地域ポイント事業加盟店で
ポイント残額をご確認ください。

02 不足分を現金にてお支払いください。

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方

不足額
xxx円



■にーみんポイント（地域ポイント）を増やすには

現金チャージしたICOCA電子マネーで決済をした場合

月初から月末までのICOCA電子マネー決済金額に、一定の料率を乗じたポイント
数が、翌月末ににーみんポイントとして付与されます。
新見市オリジナルICOCAカードを用いて加盟店の専用端末にて決済したものが対
象となります。

将来的には、新見市で開催されるにーみんポイント付与対象の特定イベントに参
加いただいた際に、参加者様の新見市オリジナルICOCAを専用端末にタッチいた
だくことでにーみんポイントの取得ができることも検討しております。
各種行政施策への参加促進に活用し、将来様々な分野へ活用を広げて参ります。

付与期間 取扱期間 付与日 付与日が休日の場合

月１回付与 月初～月末 翌月末日 直前の営業日

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方



■ICOCA電子マネーをチャージする

●チャージ方法とチャージできる場所

①チャージ方法:専用チャージ機器
現在、新見市内の郵便局(千屋郵便局/井倉郵便局/豊永郵便局/
刑部郵便局/野馳郵便局/万歳郵便局)、にいみプラザ、フレスタ新見店、
に設置しております。 【2022年10月24日現在】

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方



②チャージ方法:自動券売機（新見駅）

01 「チャージする」ボタンを押してください。
※上記押ボタン型はご利用手段02からお進みください。

02 ICOCAを挿入、もしくはカードリーダーの上に置いてください。

03 ご希望のチャージ金額ボタンを押してください。
チャージ金額は、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、
10,000円の中からお選びください。

※上記押ボタン型は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円、10,000円
の中からお選びください。

04 チャージ金額分の現金を投入してください。

05 領収書が必要な場合は、「チャージ領収書あり」ボタンを押してください。
※不要であれば「チャージ領収書なし」ボタンを押してください。
※押ボタン型は「領収書」ボタンを押すと領収書が発行されます。

06 ICOCAを受け取ってください。

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方



③チャージ方法:チャ－ジ機（コンビニエンスストアなどレジにてチャ－ジ）

01 チャージができるお店のレジへ

02 「ICOCA電子マネーをチャージをしたい」とお伝えください

03 ご希望のチャージ額分の現金をお支払いください

04 チャージ金額を確認して、カードリーダーにICOCAをタッチしてください

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方



■にーみんポイントの残高を確認する方法

①加盟店の専用端末で確認してもらう

01 「に-みんポイントの残高を確認したい」とお伝えください。
※電子マネーも同様です

02 ご利用の金額を確認してカードリーダーに
新見市オリジナルICOCAカードをタッチしてください

②マイページでの確認
ご自身のマイページへログインしていただき残高を確認することができます。
登録方法とログイン方法については後述いたします。

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方
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■ICOCA電子マネー残高確認をする方法

①スマートフォン向けアプリ「WESTER」

②JR西日本駅自動券売機

01 ICOCAをタッチパネル型の自動販売機のカード挿入口
もしくは、カードリーダーの上においてください

02 ご利用履歴を印字される場合
「履歴を確認する」ボタンを押してください。また、「履歴表示」
ボタンご利用履歴を自動券売機の画面上で確認していただくこともできます。

03 きっぷまたはご利用明細が発券されます
押ボタン型の自動券売機および一部の入金機でも利用履歴を印字できます。

③加盟店
加盟店のスタッフに「ICOCA電子マネーの残高確認がしたい」と
お伝えください。

④電子マネー対応コンビニレジ
お店の方に「ICOCA電子マネーの残高確認がしたい」とお伝えください。

⑤チャージ機器
チャージ機器に置くことでICOCA電子マネーの残高が表示されます。

WESTER 動作環境

iPhone:iOS 13.0以上
Android:OS 6.0以上

②新見市オリジナルICOCAカードの使い方



■マイページについて〈以下のURLからマイページログイン画面にお進みください。〉
https://niimi.nac.jp/mypage/u/login_input.php

①マイページの登録方法
01 マイページログイン画面でご利用登録を選択してください。

02 メールアドレスを入力してください。

新見市オリジナルICOCAカードの使い方



03 02で入力したメールアドレスに届く4桁の認証コードを入力してください。

04 ご利用登録画面で新見市オリジナルICOCAカード裏面のカード番号
（JWから始まる17桁の番号）と生年月日を入力してください。

②ログイン方法について
ご自身で登録いただいたメールアドレスとパスワードを入力してください。

③マイページ会員とは
にーみんポイントを利用可能なICカード等を保有し、にーみんポイントを
利用するための会員登録手続きを完了された方を指します。
※マイページに登録いただかなくてもにーみんポイントはご利用いただけますが、
登録していただくことで残高確認や有効期限などをスムーズに確認できます。

④有効期限
マイページ会員の有効期限はありませんが、5年間ポイントの利用
（付与/ご利用）がない場合はポイントを抹消し会員は無効となります。

新見市オリジナルICOCAカードの使い方



■利用に関する注意事項■

●にーみんポイント（地域ポイント）の注意事項
・にーみんポイントは金券など一部の商品についてはご利用いただけません。
詳しくは加盟店のスタッフにおたずねください。

・商品購入時ににーみんポイントの残額が足りない場合、原則として不足分は
現金でお支払いください。

・2枚以上の新見市オリジナルICOCAカードを使用してのお支払いはできません。
・にーみんポイントの上限はございません。
・にーみんポイントは新見市内の加盟店でのみ利用することができます。
有効期限
にーみんポイントの有効期限は発行から最大6ヶ月ですが、付与ポイントによっ
ては有効期限が異なる場合がございますので、所有ポイントの有効期限はご自身
のマイページより定期的にご確認ください。

払い戻し返金
新見市オリジナルICOCAカードを紛失、返納されても、にーみんポイントの返金

はございません。

●ICOCA電子マネーの注意事項
・ICOCA電子マネーは金券など一部の商品についてはご利用いただけません。
詳しくは加盟店のスタッフにおたずねください。

・商品購入時にICOCA電子マネーの残額が足りない場合、原則として不足分は
現金でお支払いください。

・2枚以上のICOCAカードを使用してのお支払いはできません。
・ICOCAカード残額が20,000円を超えるチャージはできません。
・ICOCA電子マネーのチャージは、 マークのある自動券売機・入金機で
行ってください。このマークがない自動券売機ではお取り扱いできませんので
ご注意ください。相互利用を行っている他の交通機関などでもチャージできます。
（一部交通機関の機器でご利用できない場合があります。）

有効期限
ICOCA電子マネーに有効期限はありません。

新見市オリジナルICOCAカードの注意事項



■用語の定義

・ICOCA電子マネー(電子マネー)
JR西日本が提供する鉄道やお買い物にご利用可能な電子マネーサービスです。

チャージすることにより繰り返しご利用いただくことができます。最大20,000
円までチャージが可能です。

・に-みんポイント (ICOCA地域ポイント)
新見市限定でご利用可能なポイントシステムです。
有効期間最大6か月のポイントを付与・利用することができます。

・ICOCA電子マネーカード
JR西日本が提供する鉄道やお買い物にご利用可能な電子マネーを利用するた
めのICカードです。専用窓口の専用端末で会員登録処理を行うことでにーみ
んポイント（ICOCA地域ポイント）が利用できるようになります。

・新見市オリジナルICOCAカード
ICOCA地域ポイントを利用可能にする登録が完了した専用ICOCAカードのこ
とです。大人こどもの区別はありません。

・地域ポイント利用者
に-みんポイント（ICOCA地域ポイント）を利用可能なICカード等を保有し、
ICOCA地域ポイントを利用するための会員登録手続きを完了された方を指し
ます。

・加盟店
ICOCA地域ポイント事業に賛同いただき、ご登録いただいた加盟店・事業者
を指します。ICOCA電子マネーとにーみんポイント（ICOCA地域ポイント）
の両方にご登録いただきます。

・非加盟店
ICOCA地域ポイント事業に加盟いただく前の状態の加盟店・事業者を指しま
す。加盟申し込みをいただくことで加盟店となります。

③その他
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④よくあるご質問

新見市オリジナルICOCAカードについて

Q1 ＪＲ西日本が発行しているICOCAカードと同じですか?

「新見市オリジナルＩＣＯＣＡ」は、新見市がJR西日本と協働
して地域活性化に取り組むため、新見市民の方々へ無償で交付す
るオリジナルデザインのＩＣＯＣＡカードとなります。
通常のICOCAカードのようにチャ－ジして電子マネ－としてご
利用頂けるほか、新見市内の加盟店でご利用いただけるにーみん
ポイントのご利用ができる新見市オリジナルのカードとなります。

Q2 赤ちゃんや子供でももらえますか?

令和4年7月31日時点で新見市の住民基本台帳に登録のある方は
全員対象となります。
（8月上旬に新見市よりご案内資料が届いている世帯の皆様はお
申込み可能となります。）
7月31日以降に本市へ転入、転出された方は新見市商工観光課ま
でご連絡ください。

Q3 返却が必要ですか?

返却は必要ございません。もし新見市オリジナルＩＣＯＣＡをご
返却された場合は、利用登録が解除され、にーみんポイントは全
て無効となります。また、最後ににーみんポイント付与もしくは
利用を行った日の翌日から起算して60ヶ月間、ご利用されなかっ
た場合は、利用登録が無効となりますのでご注意ください。

Q4 無くした時は再発行できますか?

新見市オリジナルＩＣＯＣＡの紛失、盗難による再発行はできま
せん。新たに申請をしていただくことで、新しい新見市オリジナ
ルＩＣＯＣＡを発行します。ただし、原則として、にーみんポイ
ントやICOCA電子マネーの引継ぎはできません。
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Q３ ＪＲに乗る時に使えますか?

新見市の加盟店でお買い物や飲食などに、1ポイント1円として
ご利用いただけます。
市報及び観光協会や市のホームページでご紹介していきます。

Ｑ1 にーみんポイント5,000円ポイントはどんな店舗で使えますか?

新見市内の加盟店で使えるに-みんポイントについて

Ｑ２ 一度に利用できる金額の上限はありますか?

にーみんポイントには上限はありません。

にーみんポイントはＪＲのご乗車にはご利用いただけません。
専用機器でICOCA電子マネーをチャ－ジをしていただければ、
ＪＲ西日本のICカード乗車券としてご利用いただけます。
詳しくは4ページをご覧ください。

Q４ 残高が足りない場合、複数のカードの残高をまとめて使えますか?

一度の決済で2枚以上の新見市オリジナルICOCAカードを使用して
のお支払いはできません。
残額が足りない場合は、不足分は原則として現金でお支払いくだ
さい。

Q5 おつりや換金はできますか?

現金のおつりはございません。ポイント内でご利用ください。
残高が不足の場合は現金でお支払いください。
またにーみんポイントは、現金と交換することはできません

④よくあるご質問
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Q８ コンビニエンスストアで使えますか?

ご利用いただく新見市の加盟店にて、残高を確認したいとお伝えく
ださい。
また、新見市観光協会が提供する専用サイト（以下、「マイペー
ジ」といいます。）に登録を行うことで、マイページ内でもご確認
いただけます。12ページをご確認ください。

Ｑ６ にーみんポイントの残高はどうやって確認できますか?

Ｑ７ 有効期限はありますか?

新見市ICOCA地域ポイントについては最大6か月で失効します。
10月24日に付与した5000ポイントの有効期限は令和5年4月23
日となります。

現在、新見市内のコンビニエンスストアはにーみんポイント加盟
店ではございませんので、にーみんポイントはご利用いただけま
せん。

Ｑ9 バスやタクシーに乗れますか?

現在、新見市内のバス会社とタクシ－会社はにーみんポイント加
盟店ではございません

Q１０ ポイント還元はありますか?

にーみんポイントでの決済の場合はポイント還元はございません。
ICOCA電子マネーで専用端末を使って決済をした場合は、
後日、1％のにーみんポイントの還元がございます。

Q１１ 本人じゃなくても使えますか?

申請された市民１名様につき1枚のカードが登録・発行されるため、
原則として、ご本人様のみがご利用いただけるカードとなります。

④よくあるご質問
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Q３ 日本全国で使えますか?

新見市オリジナルICOCAカードは、現金を専用機器でチャージ
することで、JRにご乗車できるほか、電子マネーとして、
ICOCAマークのある全国のコンビニエンスストアや飲食店や飲
料自販機等などにご利用いただけます。

Ｑ1 電子マネーはどうやって使うのですか?

ICOCA電子マネ－について

Ｑ４ ポイント還元はありますか?

お持ちのICOCA1枚で、ＪＲ西日本のICOCAエリアはもちろん、
全国のICマークのある鉄道・バスなどでご利用可能です。
※ご利用の際はhttps://www.jr-odekake.net/icoca/area/

をご確認ください。
※12歳以下のお子様の場合、当カ－ドでは小児運賃が適用されま

せんのでご注意ください。

Q２ どこで電子マネーはチャージできますか?

新見市内の郵便局や一部ショッピングセンターや新見駅やコンビニ
エンスストアなどに設置予定の専用チャージ機器にてチャージが可
能です。7ページをご確認ください。

新見市の加盟店で、ICOCA電子マネーで決済された場合にのみ、
ポイント還元がございます。ＩＣＯＣＡ電子マネーの利用月の利
用額に対し、1％のにーみんポイントが付与されます。利用月の
翌月月末に一括して付与されます。

Q５ バスやタクシーに乗れますか?

現在、新見市内のバス会社とタクシ－会社ではICOCAの電子マネ
ーはご利用いただけません。

④よくあるご質問



⑤その他

お問い合わせ先

(一社)新見市観光協会

〒718-0017 
岡山県新見市西方472-10

TEL:0867-72-1177
FAX:0867-72-1188

メール:info@niimi.gr.jp

営業時間
09:00～17:00

（年末年始を除く）

HP:https://www.niimi.gr.jp/


