
③「WEB 口座登録の手続きを行う前に」という画面が開
　きますので、引落口座として登録する金融機関の認証
　項目をご確認ください。

④認証項目をご確認いただいた後、ステップ 2 をタップしてください。

トップ画面に戻りますので、引落口座名義に関する該当ボタンをタップして
手続きへお進みください。

https://www.arktech.jp/withdrawal/

①スマートフォンまたはタブレットから
　二次元コードを読み取るか URLから
　専用サイトにアクセスしてください。

ステップ２

②ページ読取後、ステップ 1 の　　　　　　　　　のボタンをタップして
　ください。

保証委託契約者とお引落し口座の名義人が同じ場合は
フロー例　　をご確認ください。A

B

この度は弊社保証商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
家賃の引落口座登録がインターネットからお手続きいただけます。
お手元にキャッシュカードと通帳をご用意のうえ、以下のお手続きへお進みください。

金融機関別本人認証　をタップして引落口座として登録する金融機関の本人認証項目をご確認ください。
「本人認証」とは金融機関が口座名義ご本人であることを認識するための情報です。
金融機関によってはキャッシュカードと通帳の他に、ワンタイムパスワード等が必要になる場合がございます

契約者と引落口座名義が同じ場合はコチラをタップしてください

契約者と引落口座名義が違う場合はコチラをタップしてください

arktech.jp/withdrawal/

SpeedPay（WEB 口座振替サービス）

 このページにご指定の金融機関が
ない場合は「こちら」をタップし
てください

引落口座として登録する金融機関の認証項目をご確認のうえ、ステップ２へお進みください。

契約者と引落口座名義が同じ場合はコチラをタップしてください

契約者と引落口座名義が違う場合はコチラをタップしてください
（※口座名義ご本人がお手続きください）

保証委託契約者とお引落し口座の名義人が違う場合は
フロー例　　をご確認ください

-1-

-2-



10：05

mufｰwebkoufuri.net

４G

個人情報保護方針

ご利用案内

ご利用可能金融機関

個人情報保護方針の内容に同意する

注意事項

1．必ず、口座名義人ご本人がお手続きしてください。
2．当サイトは従来型携帯電話（いわゆる「ガラケー（フィー
チャーフォン）」）には対応していません。
3．各セッションにおいて、15 分操作されない場合はタイ
ムアウトになりますので、ご注意ください。

注意事項の内容に同意する

次へ

閉じる

10：05

web 口座振替受付サービス画面を下にスクロールし

　□個人情報保護方針の内容に同意する

　□注意事項の内容に同意する

の内容をご確認いただき、□の中にチェックをいれ、

「次へ」をタップします。

基本情報を入力します。

申込者氏名（漢字 / カナ）
申込者生年月日
申込者メールアドレス

が必須となります。

入力内容を確認し、「メール送信」をタップします。

※この画面を印刷、もしくはスクリーンショット

を取得して下さい。

メール送信ボタンをタップ後、2通のメールが

届きます。

お手続きの流れ

個人情報保護方針の内容に同意する

注意事項の内容に同意する

ご確認いただき、
チェック　を入れます。

物件を契約する方のお名前（賃借人名）

WEB 口座登録の手続きをされる方のお名前
（＊引落口座名義ご本人様がお手続き下さい）

WEB口座登録の手続きをされる方のメールアドレス

＊上記入力後、送信ボタンをクリックしてください。

送信

上記メールアドレスに WEB 口座登録の

お手続きに関する URL をお送りいたしまし

たので、ご確認下さい。

契約者と引落口座名義が違う場合

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

Web 口座振替契約受付サービス

A 契約者と引落口座名義が同じ場合

アークシステムテクノロジーズの
「WEB 口座振替契約受付サービス」
画面が開きますので、STEP01 の案
内に沿ってご登録ください。

B のボタンをタップで、以下の画面が開
きますので、項目にしたがってご入力を
お願いします。

登録したメールアドレス宛に、URL が届
きますのでタップをしてください。

契約者と引落口座名義が異なる場合は、
口座名義ご本人様がお手続きを行ってください。

・三菱ＵＦＪ銀行
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・りそな銀行/埼玉りそな銀行
・ａｕじぶん銀行
・ＰａｙＰａｙ銀行
・楽天銀行
・住信SBIネット銀行
・ソニー銀行
・セブン銀行　
→詳細はこちら

B 注
　意

送信ボタンをタップすると、
URL 送信のアナウンスが表示
されます

手続　父郎　様

この度は弊社保証商品をご利用いただき、
誠にありがとうございます。

以下の URL をタップして WEB 口座登録のお手続
きへお進みください。

https://muf-webkoufuri.net/gwm_receipt/MUFG
W01010Action_doInit.action?c=35462&s=001&p
=kb1zv310

WEB 口座登録のお手続きについてご不明な天が
ございましたら下記番号までお問合せください。

お問合せ先
アークシステムテクノロジーズ株式会社
スピードペイ事業部
TEL：0570-096-710

（受付時間　9：00 ～ 18：00）
※夏季・年末年始、土日祝を除く

URL をタップすると
ブラウザが起動します。

＜全受信

アークシステムテクノロジーズ @arktech.jp

"WEB 口座振替手続きについて "

ご利用案内＞基本情報入力＞入力内容確認

基本情報入力

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

Web 口座振替契約受付サービス

■ 申込者氏名（漢字）　【必須】

■ 申込者氏名（カナ）　【必須】

■ 申込者生年月日　【必須】

ご利用案内＞基本情報入力＞入力内容確認

入力内容確認

注意事項

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

Web 口座振替契約受付サービス

■ 申込者氏名（漢字）　手続　太郎

当画面を印刷、もしくはスクリーンショットを取
得してください。
※印刷に関する注意事項
※メール受信についての注意

■ 申込者氏名（カナ）　テツヅキ　タロウ

■ 申込者生年月日　1980年　6月11日

■ 申込者メールアドレス　tetuduki＠mail.jp

メール送信

戻る

手続きをされる方のメール
アドレスに誤りがないか
ご確認ください

申込者氏名 ( 漢字 ) が使用不可
の場合は、代替の漢字あるいは
平仮名で入力してください。

10：05 ４G 10：05 ４G
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収納企業確認
申込書への…

三菱UFJ…

口座振替…

収納企業名　　　三菱UFJファクター株式会社

お手続きにあたって

規定のご確認

お申込みするうえでのご注意事項

口座振替申込受付サービス規定

中止する 同意する

ご利用案内＞基本情報入力＞入力内容確認

メールを送信しました

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

Web 口座振替契約受付サービス

「金融機関選択サイト」をご案内する
メールを2通送信しました。

3.画面の案内に則って、手続きを進
めてください。

この画面では、手続きはまだ
完了していません。

閉じる

ログイン

アークシステムテクノロジーズ株式会社

お客様番号

ログインしてください。

パスワード

ログイン

「閉じる」をタップし、メールを確認してください。

1 通目：登録ページアドレスの案内（URL)＋お客様番号

2通目：パスワード

※メールが届かない場合は迷惑メールフォルダ

に入っていないかをご確認ください。

1 通目のお客様番号を記憶し、URL を開きます。

※URL とパスワードの有効期限はメール受信時

より 24 時間以内です。無効となった場合は初め

から登録し直してください。

お客様番号とパスワードを入力し、「ログイン」

をタップします。

お名前とメールアドレスに誤りがなければ

「次へ」をタップします。

【web 口座振替受付】金融機関選択画面のご案内①
手続　父郎　様

この度は口座振替のお申込みを頂き、誠にありがとうご
ざいます。
以下の URL より、口座振替のお手続きをお願い致します。
※ログインに必要なパスワードは、別メールにてお知ら
せ致します。
※この URL の有効期限は、メール送信時より 24 時間と
なります。
URL が無効となった場合には、再度弊社サイトから手続
きしてください。
--------------------------------------

https://muf-webkoufuri.net/gwm_receipt/MUFGW0101
0Action_doInit.action?c=35462&s=001&p=kb1zv310
お客様番号：0000000000000

--------------------------------------

【web 口座振替受付】金融機関選択画面のご案内②
手続　父郎　様

『【web 口座振替受付】金融機関選択画面のご案内』で
ご案内した URL にログインするパスワードをご案内しま
す。
--------------------------------------

パスワード：ｆ111a22

--------------------------------------

【1通目：登録ページアドレス+お客様番号】

【２通目：パスワード】

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

ご利用になる金融機関を選択してください

上記以外の金融機関をご利用になる場合、金融機関
の種別を選択してください。

三菱 UFJ 銀行

金融機関選択

戻る

中止する

みずほ銀行

三井住友銀行

りそな銀行

都市銀行

地方銀行

信用金庫

ゆうちょ銀行・その他

埼玉りそな銀行

三菱 UFJ 銀行

アークシステムテクノロジーズ株式会社

金融機関名 三菱UFJ 銀行

支店番号 000

預金種別 普通

口座番号 0000000

口座名義人 コウフリ タロウ
セイ メイ

金融機関選択

戻る 中止する 次へ

アークシステムテクノロジーズ株式会社

以下の内容でよろしければ…

これより先は　三菱東京 UFJ 銀行サイトへ遷移します
三井住友銀行サイトで登録を完了させるには最後に
必ず「収納近位戻る」ボタンを押してください。

お客様番号 00000000000000000
口振　太郎
XXX＠gmail.com
三菱 UFJ 銀行
000
普通
0000***
コウフリ　タロウ

契約者氏名
メールアドレス
金融機関名
支店番号
預金種別
口座番号
口座名義人

金融機関でお手続きを進めてください

戻る 中止する 金融機関へ

引落口座として登録する金融機関をタップし、

次の画面に進んでください。

口座情報の入力を行い、「次へ」をタップします。

登録内容を確認し、間違いがなければ

「金融機関へ」をタップします。

ここから先は、ご指定の金融機関サイトへ

遷移します。

収納企業名に間違いないか確認し、

「同意する」をタップしてください。

お客様情報確認

アークシステムテクノロジーズ株式会社

お客様番号 000000000111111

以下の情報に誤りがなければ次へボタンを押してください

契約者氏名 口振　太郎

メールアドレス 000＠XXXne.jp

中止する

次へ

ご注意事項をスクロールし、
内容をご確認ください。
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xxxsss.net

登録内容確認

収納企業名

取引店名

預金種類

口座番号

おなまえ（カタカナ）

三菱UFJファクター株式会社

東京

普通

0000000

コウフリ　タロウ

以下の登録内容を確認の上、本人確認項目を入力して

「次へ」ボタンを押してください。

本人確認

生年月日（西暦）

2000 01 01

（例）1980 年 05 月 05 日※半角数字

（半角数字４桁）

ソフトウェアキーボードで入力

年 月 日

必須

キャッシュカード暗証番号必須

本人確認に進みます。

登録内容に誤りがなければ、生年月日と

キャッシュカードの暗証番号を入力し、

「次へ」をタップします。

（三菱 UFJ 銀行の場合）
登録している電話番号に自動音声がかかってきますので、

届出先番号を選択し、「次へ」をタップします。

聞き取った設定用番号を入力し、「実行」

をタップします。

「収納企業に戻る」をタップします。

【ご注意】
自動音声による設定番号は、2回までしか
聞けません。お手元にメモをご準備のうえ、
OKを押してください。

各金融機関の最終ページに表示されている
ボタンは必ずタップしてください。
「通知」、「送信」、「ログアウト」、「収納企業
に戻る」などの最終ページに表示されてい
るボタンをタップしないと口座登録が正常
に完了しない場合があります。

中止する戻る 次へ中止する戻る 次へ

中止する

OK キャンセル

次へ

電話番号を選択してください

070-1111-11**

070-1111-11**

03-4444-55**

主要連絡先

勤務先

選択

番号に間違いがないか再度確認してください

OKボタンを押すと 30秒後に電話がかかってきます

お届出の電話番号 電話番号種類

電話（自動音声）で設定番号をご案内します。
メモ等をご準備のうえ、電話番号を選択してください

設定用番号を入力してください

銀行での口座振替のお申し込みを受付いたしました。
収納企業画面へ戻るため、下記ボタンを押してください。

●●●●●●必須 （半角数字 6 桁）

中止する戻る 実行

収納企業に戻る
（必ず押してください）

金融機関選択＞口座情報入力＞金融機関遷移＞完了

口座振替の申込お手続きが完了しました。

三菱 UFJ ファクター株式会社

mufｰwebkoufuri.net

アークシステムテクノロジーズ株式会社

完了

＜受信

【Web口座振替受付】受付完了のご連絡

口座　太郎　様

口座振替のお申込みを頂き、誠にありがとうござ

います。

金融機関での口座振替登録が正常に完了しました

ことを確認しましたので、ご連絡します。

※本メールに覚えのない場合、本メールを破棄し

てください。

※ご不明点やご質問がございましたら、下記お問

い合わせ窓口までご連絡ください。

※ご登録頂きました口座情報は口座振替処理以外

では使用することはありません。

----------------------------------------------------------------

アークシステムテクノロジーズ株式会社　CIZ

TEL：0570-080-550

受付時間平日 9：00 ～ 18：00

-----------------------------------------------------------------

アークシステムテクノロジーズ株式会社
宛先：CIZ…

画面が切り替わり、

「口座振替のお手続きが完了しました」と

表示され、登録完了となります。

登録完了メールが届きます。

下記メールをもって受付完了となります。

お手数ですが、最後のメッセージまで

ご確認をお願い致します。

■お問合せ先
アークシステムテクノロジーズ株式会社
スピードペイ事業部　直通
TEL：0570-096-710
受付時間：平日 9：00 ～ 18：00

動作検証済みOS/ ブラウザ

Windows　10

OS ブラウザ

Internet Explorer 11

Edge 44

Firefox 70

Google Chrome 78

PC

OS ブラウザ

iOS 12

Android 8

Safari 604

Google Chrome 78

スマートフォン

SP/ スピードペイ
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