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ご利用になる前にご確認ください。

〈カード発行のご案内〉お客様のカードをお届けします
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クイックペイのご利用代金は、お申込み時にご登録いただいた次の
カードご利用代金と合わせてのご請求となります。

※ 記載内容に誤りがある場合は、「クイックペイに関するお問合せ」
　 までご連絡ください。

QUICPay ID

クレジットカード番号

nanaco番号

サービスガイド

「QUICPay ID」・「nanaco番号」・「クレジットカード番号」が記載内容と異なる場合は、
［JURACAに関するお問い合わせ先］までご連絡ください。（サービスガイド裏面）

◆お手持ちのJURACA裏面のQUICPay ID・nanaco
番号をご確認のうえ、ご署名欄にご署名ください。

◆「JURACA発行のご案内」の記載内容に誤りがないか
ご確認ください。

ご署名欄

QUICPay ID

nanaco番号

JURACA公式ホームページご利用について 

JURACA公式ホームページでは、JURACAの
サービスやおトクな情報を随時更新しています。
JURACA会員専用ページをご利用いただくには
ログインが必要です。
公式ホームページは「JURACA」で検索いただく
か、以下のＵＲＬにアクセスしてください。 

JURACA会員の方は福井新聞社の会員制インターネットサ－ビス「福井新聞パ
スポート」に登録され、福井新聞社のさまざまなネットサービスをご利用いただ
けます。JURACA会員専用ページと同じID（メールアドレス）、パスワードでロ
グインいただけます。 

福井新聞社のネットサービスご利用について

会員専用ページにログインするには・・・ 

❷ID（メールアドレス）とパスワードを入力

❸会員専用ページにログイン！

❶JURACA公式ホームページへアクセス

お手持ちのパソコンやスマホでJURACA公式ホームページへアクセス。
JURACAお申込み時に記入いただいたメールアドレスと、パスワードを入力し
てログインしてください。 

※パスワードは、初回ログイン時に設定いただく必要がございます。
※JURACAがお手元に届きましても、すぐにJURACA会員専用ページにログインできない場合があります。
お手元に届いて１週間以上経過してもログインできない場合は福井銀行クレジットセンターまでお問い合
わせください。 

https://www.juraca.jp/

■　株式会社福井銀行クレジットセンター

■　JCBインフォメーションセンタ－（9：00～17：00年中無休）

東 京 0422-76-1700
福 岡 092-712-4450

大 阪 06-6941-1700
札 幌 011-271-1411

QU ICPayに関するお問い合わせ

JURACAに関するお問い合わせ先

お問い合わせ

※電話番号は、お間違いのないようおかけください。一部の電話機で利用できない場合があります。

※掲載内容は2019年７月現在のものとなり、サービスの内容等は予告なく変更となる場合があります。

［受付時間／平日 9:00～17：00 ※土・日・祝日・年末年始休］

0120-794-082

http://www.jcb.co.jp/
■　JCBホームページ

http://www.quicpay.jp/
■　QUICPayサイト

　JURACA公式ホームページ　https://www.juraca.jp/ 

こちらからもサイトにアクセスできます。▶

パソコン・携帯電話からアクセスできます。

■　JCB紛失盗難受付デスク（24時間・年中無休）

JURACAの紛失・盗難の際には

ナ ク シ タ ラ 　 　 オ ハ ヤ メ ニ

2020.4（３版）
780030300

JURACA

無
料
無
料無
料

電子チラシをお届け。
月１回、プレゼントが抽選で当たります。 

有
料
有
料有
料

福井新聞が発行する電子新聞。
紙面をインターネットで見られます。 

■　nanacoお問合せセンター（24時間・年中無休）

https://www.nanaco-net.jp/
■　nanacoホームページ（携帯電話／パソコン共通）

nanacoに関するお問い合わせ

※ナビダイヤルは、全国一律一般回線10円／分、携帯電話30円／分で利用できます。

こちらからもnanacoケータイサイトにアクセスできます。▶

0570-071-555
0422-71-2266

ナビ
ダイヤル

または



事前チャージか後払いか。
状況にあわせた使い方ができる。

クイックペイご利用代金はすでにお持ちのクレジットカード
（iica JCBカード）のご利用代金とあわせてのご請求となり、
事前にチャージ（入金）をする必要がありません。

「QUICPay」端末、「nanaco」端末にかざせば、すぐにお支払いが完了。
どちらの電子マネーをご利用になるかレジにて申告ください。

■ご利用イメージ

nanacoは事前チャージ（入金）で便利にお買い物ができます。

※一部、QUICPayを利用出来ない商品・サービスがあります。
※QUICPay１回あたりのご利用上限金額は２万円になります。なお、ご利用可能枠は
登録されたiica JCBカードに準じます。

※nanacoポイントのご利用方法や有効期限等は、nanacoホームページをご覧くだ
さい。

※会員の方に故意または過失がある場合は、この限りではありません。 ※くわしくはJURACA公式ホームページで!!

※2016.4.1現在　※一部利用できない店舗があります。

クイックペイご利用分は紛失・盗難にあわれても届け出された
日から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された金額
を補償します。紛失・盗難のご連絡は国内外とも24時間・年中
無休で承ります。万が一の際は、裏面に記載のJCB紛失盗難受
付デスクへお問い合わせください。nanacoに関するお問い合
わせはnanacoご利用ガイドをご覧ください。

JURACAについて

［ JURACA ５つの特徴 ］

QUICPayがご利用になれる主な店舗

nanacoがご利用になれる主な店舗

JURACAは、QUICPay（クイックペイ）TMと、nanaco（ナナコ）の２種類の電子
マネーサービスと、福井県独自の割引・優待サービスを利用できるカードです。

２

ポイントがたまっておトク!!４

スマートにお支払い完了。１

紛失・盗難の場合も安心。３

〔 ポイントの流れ 〕

〔 セブン‒イレブンでのお買い物 〕

このマークが目印

JURACAは上に記載のマークが
あるお店で利用できます。

※QUICPayご利用分はショッピング１回払いのお支払いとなります。ただし、「支払い名人」などのサービス
を通じてお支払いの場合は、iica JCBカードのお支払い方法が適用されます。
※締切日（毎月15日）までに利用した場合でも、事務上の都合により、ご請求が遅れる場合があります。

※QUICPay IDごとにご利用内容を表示します。（摘要欄に「QUICPayご利用分」と表示されます。）ただし、
ご利用日・ご利用店舗によっては、ご登録のiica JCBカードのご利用分として表示される場合があります。
※QUICPay IDの上４桁の「0100」を除く16桁の数字を記載します。

QUICPayのお支払いについて

年会費・発行手数料について

QUICPayご利用代金は、前月16日～当月15日のご利用分を翌月10日に、
iica JCBカードのご利用分とあわせてのお支払いとなります。

「カードご利用代金明細」上にて、ご利用内容を確認できます。

（例）2016年3月10日お支払い分のカードご利用代金明細書

年会費 無料!! 無料!!発行手数料

iica JCBカードの
ご利用分とあわせてお支払い

QUICPayのご利用

1月16日
▼

２月15日
▼

３月10日
▼

iica JCBカードのご利用分

JURACAご利用分

（JURACA）福井　太郎　様

福井　太郎　様

電子新聞「福井新聞D刊」の併読プランが
おトクに読める！
（iica JCBカードでの決済に限る）

参加して楽しい特別イベントに申込める！

たまったポイントを交換！
福井が誇る味や技がよりどりみどり。
「フクイセレクション」

さらに、JURACAのみの
オリジナルサービス！

５

Express

コンビニエンスストア

スーパーマーケット

ガソリンスタンド

その他

満ボルト

1

2

3

サービス

サービス

サービス

セブン‒イレブンの他　　　　のマークのお店でご利用できます。
くわしくは同封されているnanacoご利用ガイドでご確認ください。

クイックペイを
ご利用

ｎａｎａｃｏを
ご利用

ｎａｎａｃｏ
ポイント

Ｏｋｉ Ｄｏｋｉ
ポイント

JURACA会員のみ

交 換
ｎａｎａｃｏポイント
５ポイント

Ｏｋｉ Ｄｏｋｉポイント
１ポイント =

獲 得 獲 得

交 換
nanacoポイント nanaco

1ポイント 1円交換

毎日のお買い物に
ご利用いただけます

※200ポイント以上
１ポイント単位
くわしくは会員専用
WEB サービス「My 
JCB（マイジェー
シービー）」をご確
認ください。

たまったポイントを
福井の名産品に交換！
※くわしくはJURACA
公式ホームページで！！ ※くわしくはnanacoご利用ガイドで！！

※セブン‒イレブン限定のサービスです。

2019年７月１日（月）より変更

nanaco利用

円ごとに200（税抜） 1POINT

＋
Oki Doki
ポイントが
たまる！ 1POINT

nanacoポイント
200円（税抜）ごとに

さらに

QUICPay利用


