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特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン協会（JOCA）

会員タグ規約
1．会員タグの目的
会員は、JOCA 憲章に基づき、別添デザインの JOCA タグ・ファミリータグ・シール・ピス
ネーム(以下、
「会員タグ」という。
）をオーガニック・コットン製品に正しく添付することによ
り、オーガニック・コットン製品に対する消費者の理解と信頼を深めるとともに、その一層の
普及及び消費促進を図るものとする。

２．会員タグの取扱い
会員は、自社の商品を通して会員タグの裏面に記載された下記のメッセージを消費者に対し発
信していることを自覚し、会員タグを適正に取り扱わなければならない。
1. JOCA タグ
メッセージ 『この製品は JOCA メンバー企業が、認証を受けたオーガニック材料から、
人と環境に配慮した方法で、日本の技術と感性を生かして作りました。』
（トレーサビリティの第三者認証取得）
2. ファミリータグ
メッセージ 『この製品は、JOCA 憲章にもとづき、オーガニックコットン製品の普及を
めざす JOCA メンバー企業が、人と環境に配慮した方法で、日本の技術と
感性を生かして作りました。』

3．会員タグ添付の条件
１. 会員により、JOCA 憲章に基づき製造された製品であること。
２. 会員の自主的な管理体制により、トレーサビリティが確保された製品であること。
３. オーガニック・コットンの混用率（％）を正確にできる製品であること。
４. 消費者に誤認を生じさせるような事項を表示していない製品であること。
5. ただし、JOCA タグを添付する製品は、認定された認証機関によるトレーサビリティの認
証を取得した製品に限定される。

4．会員タグの交付
会員タグの種類及び手数料は、別に定める。
附則：この規約は、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。
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特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン協会（JOCA）

会員タグ発給規定
１．趣旨と方法
日本オーガニックコットン協会（以下 JOCA という）は、JOCA 憲章および会員タグ規約の要
件を満たす製品について、下記の申請手続きをもって、タグ、縫い込み用ピスネーム、シール等
（以下、会員タグという）を有償で発給する。会員タグには、第三者による認証の有無により
【JOCA タグ】
、
【ファミリータグ】の２種を設ける。
ロゴマークを印刷物に使用するときは、事前に JOCA の許可を得、JOCA の定めるデザイン
および文章を変更して使用することはできない。ただし、商品に添付するタグ、シール等に印刷
することは原則として認められない。
会員タグ発給業務は、最終責任会社より提出される申請書類および資料にもとづいて行うが、そ
れら提出書類・資料に虚偽があることが分かった時は直ちに発給を取り消し、しかるべき処置を
講じるものとする。
会員タグは、収縮率や強度など物性品質を認定保証するものではないので、物性品質については、
申請商品のブランドに対して責任をもつ会社が、購買客に対して保証するものとする。

２．申請会社の要件
JOCA の法人会員は申請者となることができる。

３．発給の手続き
1. 申請会社は、所定のタグ申請書（様式１－１，１－２）により、必要事項を記載して JOCA
に申請する。
2. 必要書類
申請会社は、申請に際して、上記申請書に下記の書類を添えて JOCA 事務所に提出する。
(1) JOCA 憲章を遵守する誓約書 （様式 2－1） 年度更新制
(2) JOCA タグの場合第 3 者認証機関の発行する認証 T/C
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４．タグ等の発給
申請書の写しおよび「タグ」
、
「ピスネーム」、
「シール」等の必要枚数が、JOCA より申請会社に
発給される。
申請会社は、
「タグ」
、
「ピスネーム」
、
「シール」等を、当該オ－ガニックコットン製品に限定して
添付しなければならない。
カタログ販売の商品については、正会員はマーク貸出申請書を提出し JOCA が承認した場合マー
クをカタログに印刷することが出来る。
この場合販売商品は「タグ」
、
「ピスネーム」、「シール」のいずれかが添付された製品でなくては
ならない。

5．退会時の手続きと処置
会員タグの給付を受けた法人会員が JOCA を退会するときは、すみやかに JOCA に通知し、
その時点で回収可能の「タグ」
、
「ピスネーム」、「シール」等を JOCA に返却しなければならな
い。ただし、JOCA は返却分に対して返金は行わない。
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ＪＯＣＡ会員タグ デザイン・プライスリスト JOCA member Tag

JOCAタグ
joca tag

SAMPLE

JOCAタグ JOCA TAG( 36mm＊55mm )
正会員 Regular Member
\ 10 / 枚 piece
準会員 Associate Member \ 20 / 枚 piece
※ 紐有・紐無をご選択ください
※ 海外縫製用は1～2週間いただきます。

ファミリータグ
family tag

SAMPLE

ファミリータグ Family TAG( 36mm＊55mm )
正会員 Regular Member
\ 14 / 枚 piece
準会員 Associate Member \ 26 / 枚 piece
※

ＪＯＣＡネーム

ファミリーネーム

ＪＯＣＡシール

ファミリーシール

紐有・紐無をご選択ください

SAMPLE

ＪＯＣＡネーム JOCA NAME LABEL ( 45mm＊15mm )

SAMPLE

ファミリーネーム Family NAME LABEL ( 45mm＊15mm )

SAMPLE
SAMPLE

正会員 Regular Member
\ 8 / 枚 piece
準会員 Associate Member \16 / 枚 piece

正会員 Regular Member
\ 9 / 枚 piece
準会員 Associate Member \ 17 / 枚 piece

ＪＯＣＡシール JOCA SEAL( 37mm＊15mm )
正会員 Regular Member
準会員 Associate Member

\ 6 / 枚 piece
\12 / 枚 piece

ファミリーシール Family SEAL( 37mm＊15mm )
正会員 Regular Member
準会員 Associate Member

\ 7 / 枚 piece
\13 / 枚 piece

申請時にＪＯＣＡ憲章を遵守する誓約書をご提出下さい（年度更新制）

