
 

 

2023年 2月 3日 

各  位 

株式会社福井銀行 

 

「春のふくぎんデビューキャンペーン」の実施について 

 

 株式会社福井銀行（頭取 長谷川 英一）は 2023年 2月 6日（月）から 2023年 6月 30日（金）

まで「春のふくぎんデビューキャンペーン」を実施しますので下記のとおりご案内いたします。

期間中に、「ふくぎんＷｅｂ口座」(※1)を新規開設または既存口座から切り替えられた方に 1,000

円キャッシュバックいたします。また、「iicaカードおよびＪＵＲＡＣＡ（ジュラカ）」（※2）

を新規入会された方に 1,000円キャッシュバックし、さらに iicaＪＣＢカードまたはＪＵＲＡＣ

Ａをご利用されたお客さまを対象に最大 3,000円をキャッシュバックいたします。 

福井銀行は、地域金融機関としてお客さまのエコでスマートなライフスタイルの実現と、ＤＸ

による利便性向上を目指し、お客さまに喜んでいただけるサービスの提供に努めてまいります。 

※1 「ふくぎんＷｅｂ口座」 

通帳を発行せず、残高や入出金明細をスマートフォンアプリ「福井銀行アプリ」で管理する口座で

す。「ふくぎんＷｅｂ口座」に切替えて「福井銀行アプリ」で振込みすると、手数料がＡＴＭや窓

口より安くなるなど、おトクなサービスもございます。 

※2「ＪＵＲＡＣＡ（ジュラカ）」 

『全国で使える電子マネーサービス』と『独自の地域サービス』を一体で提供する福井県認定ふる

さと県民カードです。県内対象店舗で「ＪＵＲＡＣＡ（ジュラカ）」を提示していただくだけで様々

な優待サービスが受けられます。 

 

記 

 

１．名称 

春のふくぎんデビューキャンペーン 

 

２．実施期間 

2023年 2月 6日（月）～ 2023年 6月 30日（金） 

 

３．キャンペーンの概要 

「ふくぎんＷｅｂ口座」キャンペーン 

特典 期間中に、下記条件①または②を満たしたお客さまに 1,000 円キャ

ッシュバック 

条件 

①ふくぎんＷｅｂ口座の新規開設 

※福井銀行アプリ（ＷＥＢ口座開設サービス）での口座開設を含む 

②既存口座をふくぎんＷｅｂ口座に切替え 

キャッシュバック方法 キャッシュバックは、2023 年 9 月中に、ふくぎんＷｅｂ口座へ振込

いたします。 



「iicaＪＣＢカード/ＪＵＲＡＣＡ」キャンペーン 

特典 ・下記条件①を満たしたお客さまに 1,000円キャッシュバック 

・下記条件①および②を満たしたお客さまに、ご利用金額から 20%

をキャッシュバック（最大 3,000円） 

条件 

①期間中に iicaＪＣＢカードとＪＵＲＡＣＡに新規入会 

②ご利用期間中（2023年 2月 6日（月）～2023年 8月 15日（火））

に iicaＪＣＢカードまたはＪＵＲＡＣＡをご利用 

※iicaＪＣＢカードを紐づけた ApplePay・GooglePayを含む 

キャッシュバック方法 ①キャッシュバックは、2023 年 9 月下旬に、登録口座へ振込いたし

ます。 

②キャッシュバックは、2023年 11月にお支払い分の「カードご利用

代金明細」から差し引かれます。 

 

４．留意事項 

・「ふくぎんＷｅｂ口座」をお申込みのお客さまは、残高・入出金明細を確認できる「福井銀行ア

プリ」のお申込みをおススメします。 

・「ふくぎんＷｅｂ口座」の申込みは 16歳以上の個人のお客さまに限ります。 

・「ふくぎんＷｅｂ口座」キャンペーンと「iicaＪＣＢカード/ＪＵＲＡＣＡ」キャンペーンの併

用ができます。（最大 5,000円キャッシュバック） 

・自動エントリーのため、手続きは不要です。 

・その他、詳しい内容についてはチラシをご確認ください。 

 

５．該当するＳＤＧｓの目標 

 

 

以  上 

 

 

 

 



上記期間中、対象取引をご契約の
お客さまにキャッシュバック！

2023年2月6日（月）～2023年6月30日（金）
キャンペーン期間

通帳不発行に関するご案内

iicaJCBカード+JURACAご入会キャンペーンについての注意事項

通帳不発行時の留意事項を、以下に記載いたします。 留意事項についてご了承のうえ、通帳不発
行としていただきますようお願いいたします。

第1条 利用条件
（1）満16歳以上の個人のお客さま（個人事業主を除く）に限ります。（ご本人さまによるお申込みに

限ります。）
（2）対象口座は、普通預金口座、総合口座（切替時のみ）、決済用普通預金口座です。なお、屋号付

個人（個人事業主）の口座、成年後見制度等利用制限付の口座、マル優の口座等は対象外で
す。

（3）キャッシュカードの発行が必須となります。

第2条 取引方法
（1）現金の預入・引出は、原則、ATM でのお取引きとなります。
（2）氏名、住所等の変更や口座解約は、窓口にて承ります。
（3）残高・入出金明細は、福井銀行アプリまたはインターネットバンキング「ふくぎんネット」にてご

確認いただけます。
（4）取引明細表の発行は、窓口にて承ります。発行する場合は、当行所定の手数料が必要です。

第3条 有通帳から通帳不発行への切替
（1）インターネットバンキング「ふくぎんネット」で切替えを行うことができます。
（2）通帳不発行への切替以降、通帳でのお取引きはできなくなります。
（3）通帳不発行への切替以降、未記帳の入出金明細の記帳ができなくなります。通帳不発行への

切替前に、未記帳の入出金明細の記帳をお願いいたします。
（4）口座番号は変更されません。

第4条 通帳不発行から有通帳への変更
（1）通帳不発行から有通帳に変更することはできません。やむを得ず変更する場合は、窓口にて承

ります。別途当行所定の手数料が必要です。

ふくぎんWeb口座キャンペーンについての注意事項
※お客さまによるキャンペーンの参加登録不要です。
※現金1,000円プレゼントは2023年9月中にふくぎんWeb口座へ振込いたします。
※プレゼントは、お一人さま1回限りとなります。
※プレゼント時点で口座が解約されている場合は対象外となります。

入出金明細は、「福井銀行アプリ」またはインターネットバンキング「ふくぎんネット」にてご
確認いただけます。
【福井銀行アプリの場合】
アプリ利用開始時点の 30日前から照会いただけます。
※最大1,000明細まで保存されます。
【インターネットバンキング「ふくぎんネット」の場合】
過去最大 10年間の明細を照会いただけます。
※インターネットバンキング「ふくぎんネット」のご利用開始日以前の明細は照会いただけません。

※お客さまによるキャンペーンへの参加登録不要です。
※iicaJCBカードとJURACAに新規入会した方が対象です。
※JURACAのみの入会は対象外です。
※現金1,000円プレゼントは2023年９月下旬に登録口座へ振込いたします。　
※キャッシュバック時点でiicaJCBカードおよびJURACAを退会されている場合は対象となりません。
※お切替えの方は本キャンペーンの対象となりません。
※すでにお申込みのカードをお持ちの場合、また一度退会されたカードに再入会された場合は、本
キャンペーンの対象となりません。

iicaJCBカード+JURACAご利用キャンペーンについての注意事項
※お客さまによるキャンペーンへの参加登録不要です。
※JURACA未保有のiicaJCB会員は対象外となります。
※iicaJCBカード、JURACAのQUICPay、iicaJCBカードに紐づくApplePay・GooglePayのお買い物が
対象です。（JURACAのnanacoは本キャンペーン対象外となります。）
※1枚のiicaJCBカードに複数のJURACA・ApplePay・GooglePayを登録している場合、キャッシュ
バック金額は本会員のiicaJCBカード1枚につき最大3,000円までです。
※キャッシュバックは2023年11月にお支払い分の「カードご利用代金明細」から差し引かれます。
※一部、本キャンペーンの対象とならない商品・サービスがある場合があります。
※一部QUICPayを利用できない店舗・商品・サービスがある場合があります。
※JURACAのQUICPayの一回あたりのご利用上限金額は2万円となります。
※キャッシュバック時点で口座の登録がない場合、またiicaJCBカードおよびJURACAを退会されて
いる場合はキャッシュバックの対象外です。
※売上票の到着時期によって対象とならない場合があります。
※Suica・PASMO、WAON、nanacoへのチャージ利用分は対象となりません。
※各種年会費・データ維持料、ショッピングリボ･分割・スキップ払いの各手数料、キャッシングサー
ビスご利用分などはご利用合計金額には含まれません。
※カードの切替え、再発行に伴いキャンペーン期間中にカード番号が変わった場合は一部利用金
額の対象とならない場合があります。
※今回特典が付与された場合、同時期に実施する他のキャンペーンの対象から除外、または特典
総額が景品表示法上の範囲内に制限される場合があります。
※キャンペーン期間以降も、継続して実施する場合があります。また、期間満了前に、キャンペーン
参加登録の受付を終了することがあります。キャンペーン期間満了前に終了する場合は、ウェブ
サイト等でお知らせします。
※2023年６月3０日（金）までにお申込みになり（カード発行会社到着分もしくはオンライン入会お
申込み手続き完了分）、入会日が2023年７月31日（月）までの場合のみ対象です。
※カードの入会に際しては所定の審査があります。
※お切替えの方は本キャンペーンの対象となりません。
※すでにお申込みのカードをお持ちの場合、また一度退会されたカードに再入会された場合は、本
キャンペーンの対象となりません。
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2022年11月21日現在

最大 相当プレゼント！※期間中にお申込みをされた方限定

キャンペーンについての注意事項は裏面をご覧ください。

新規開設※1または

既存口座から切替えた方に

新規入会された方に

くわしくはホームページまたは福井銀行窓口までお気軽に！

ご利用期間※3中に
iicaJCBカード※4または JURACAを

ご利用された方に

※3. ご利用期間：2023年2月6日～2023年8月15日
※4. iicaJCBカードを紐づけた
ApplePay・GooglePayを含みます。

※1. 福井銀行アプリ（WEB口座開設サービス）での口座開設を含みます。
※2. 16歳以上の個人のお客さまに限ります。

期間中のご利用金額から

残高・入出金明細がすぐわかる！
いつでもどこでもカンタンチェック！
普通預金・定期預金・カードローンなど
いろんな口座の残高や明細を確認できます。

ふくぎんネットもアプリで使える！
福井銀行アプリの登録で、インターネットバンキングの
いろんなサービスがカンタン便利に使えます。

定期預金 外貨預金 住所変更 など

いつでもどこでも使えるサービス

※福井銀行アプリの登録で、ふくぎんネット契約が自動セットされます。
※振込やふくぎんネットの利用等、お取引きによっては福井銀行アプリ内のワンタイム
パスワード利用登録が必要です。

1 4

5

3

くわしくはこちら

アプリの中でつみたてができる！
目的や目標金額を決めて「目的預金」をはじめよう！
毎週または毎月を選んで、好きな金額でつみたてができます。

カードローンの借入・返済ができる！
急なお財布のピンチにも、焦る必要なし！
アプリでカードローンの借入・返済ができます。

スマホで
完結

いろんなお取引きが

通帳レスで
エコ＆スマート！

29歳以下限定
年会費無料の
クレジットカード！

iicaJCBカード＋ JURACA

ふくぎんWeb口座

さらに

※2

5,000円

ご
参
考

2
振込・振替はアプリで完結！
手続きカンタン！
しかも窓口やATMより振込手数料がおトク。



キャンペーン対象カード

iica JCB ORIGINALカード

JCBカードの毎月のご利用合計金額1,000円（税込）で1ポイントたまります。

iica JCB EXTAGEカードなら、さらにポイントアップ！

携帯料金が月10,000円×12ヶ月なら 120ポイント

毎月の携帯料金の引き落としや日常のお買い物で
どんどんポイントをためて、景品と交換！

JCBオリジナルシリーズパートナー対象店舗で利用すると
ポイントがさらにたまります。

スターバックス・セブンイレブン・Amazon・出光SS etc...

iica JCB EXTAGEカード

iica JCB ORIGINAL
ゴールドカード

JURACAをご利用いただくには、
「iicaJCBカード」への入会が必要です。

スマホが通帳に！
いつでもスマートに
明細チェック！

通帳レスで
環境に
やさしい！

福井銀行アプリ
での振込手数料が
さらにおトク！

通帳レスで
紛失の
心配なし！

はじめてのふくぎんは、通帳レスの

紙の通帳はもういらない！
ふくぎんWeb口座ではじめよう！ スマートストーリー

で！

現在お持ちの口座を切替える場合

1

2

3

4

「Web口座切替」を選択
※ワンタイムパスワードの利用登録が必要です。

切替える口座選択

ご留意事項を確認

申込内容確認

1

2

3

「既に口座をお持ちの方」を選択

口座情報の登録

「初めてご利用される方」を選択

必要事項を入力1

2

3

4

「口座をお持ちでない方
（口座開設）」を選択

お近くの福井銀行窓口にて
お手続き

必要事項を入力し、
口座開設のお申込み

口座開設完了のお知らせ・
キャッシュカード発送

福井銀行アプリに
口座番号を登録

「ふくぎんWeb口座」に切替

福井銀行アプリから口座を開設

福井銀行窓口で
口座を開設

WEB または福井銀行窓口にて

はじめて口座を開設する場合

※北陸3県居住の方に限ります。

お申込みは
窓口または
スマホで！

新規ご入会で
新規開設または既存口座から切替えた方に

ふくぎんWeb口座 iicaJCBカード＋JURACA iicaJCBカードでも！ JURACAでも！

iicaJCBカード・JURACAのご入会は

約1秒で支払い完了！
QUICPay

提示優待サービス
いっぱい

チャージ式の
nanacoも使える

県内2500店以上で
利用可能

支払うたびに
ポイントがたまる

1枚でQUICPayと、nanacoの2種類の電子マネーサー

ビスを利用できるカードです。福井県独自のおトクな

割引・優待サービスを受けられます。

福井銀行が発行するクレジットカード『iicaJCBカード』。

JURACAとセットでさらにおトクで便利！

年会費も無料！

対象店舗

例

ふくぎんWeb口座

（クイックペイ）

上記は一例です。受けられるサービスは各店舗により異なります。

例えば

ガソリン
5円/L引き

飲食代
10％OFF

温泉入浴券
半額

生ビール
1杯無料

デザート
1つプレゼント

ヘッドスパ
1,000円引き

ダウンロード
を

切替完了

開設完了

準備するもの

■  口座番号がわかるもの
■  キャッシュカードの
　 暗証番号
■  メールアドレス

■  ご本人さま確認書類
■  お届け印必要なもの

スマホでのお申込みはこちら

29歳以下限定！

年会費5年間無料

年会費 初年度無料

ご利用金額の20％

eco

JCBカード

今なら
今なら

さらに

Campaign Campaign

福井銀行デビューの方はこちら すでに口座をお持ちの方はこちら

窓口 スマホ スマホ来店不要！
おうちでカンタンお手続き！


