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マイゲートのご不明点はこちらから



マイゲートはインターネットバンキングとして、お振込や残高照会などさまざまな機能を取り揃えております。本資料では
マイゲートでの資産運用（投資信託に関する）お手続き方法のうち一部をご紹介しております。
便利でお得なマイゲートをぜひご活用ください。
※上記以外のお手続きやご不明点については表紙記載の二次元コードよりご確認ください。
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※お客さまのお使いの機器（ＰＣ・スマートフォン）、お取引銀行によって画面イメージが
異なる場合がございます。 また、お取引方法や画面表示内容は今後、変更となる可能
性がございます。
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マイゲートのお申込みをされていない方へ

関西みらいマイゲート

WEBでマイゲートのお申込みの流れ

1 関西みらいマイゲート で検索します。

2 WEBでお申込みの「新規お申込み」をクリックします。

2

2

3 最大4つの質問に答えて、「同意して申込画面へ進む」をクリックします。

3

3

PCの場合はコチラ スマートフォンの場合はコチラ

新たにマイゲートをお申込み希望の方は以下の通りお手続きください。
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初期設定方法
あらかじめご用意いただくもの

ログインＩＤが分かるもの
○以下のいずれか
●申込書（お客さま控）
●ログインＩＤのご案内
●スマホ認証利用開始用パスワードご案内時の台紙(スマホ認証を選択された場合）
●ハードウェアトークン送付時に同封した台紙（ハードウェアトークンを選択された場合）
※発行のお申込みをされたお客さまには、お申込みから10日間程度で、お届けのご住所に送付いたします。
○ホームページより新規お申込みの場合は電子メールにてログインIDをお知らせします。

❶

メイン口座（普通預金）の番号が分かるもの
○以下のいずれか
●キャッシュカード
●通帳
なお、マイゲート利用申込書にログインパスワード（初回）を記入されているお客さまは申込書（お客さま
控）をご用意ください。

❷

初期設定後、ご利用いただく『ログインパスワード』
※半角英数字（6～12桁）でご準備ください。

❸

ご登録いただく『電子メールアドレス』
※ＩＤやログインパスワードをお忘れの際等のご連絡に使用しますのでご登録ください｡

❹

秘密の質問・回答3つずつ（スマホ認証またはハードウェアトークンを申し込まれたお客さまのみ）
※セキュリティ向上のため、お客さまご自身しか分からない質問と回答を登録していただきます。
※質問は20文字、回答は全角ひらがな3～10文字でご準備ください。

❺
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❺

初期設定方法

初期設定の流れはこちらから

ログイン1

Step1

Step2

ログイン2

個人情報利用目的・利用規定確認・ログインID入力

ログインパスワード入力（ログイン）

ログインパスワード変更

電子メールアドレス登録

次ページから各ステップの詳細をご説明します。

関西みらい銀行

※マイゲート申込時に「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」を申込されたお客さまは、
　続いて以下の設定をお願いします。

「連絡先電話番号登録」
「振込限度額登録」
「秘密の質問・回答登録」
「秘密の画像登録」
「スマホ認証またはハードウェアトークンの利用開始登録」
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初期設定方法
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初期設定方法 初期設定方法
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初期設定方法
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初期設定方法

入力ができたら、「登録する」のボタンをクリックします。
（連絡先電話番号の登録画面へ移ります。）

電子メールアドレス登録

9

10

11

電子メールアドレスを2回入力ください。
■半角英数字64文字以内でご入力ください。
■@以下もご入力ください。
　※振込などの各種お取引きの受付確認・手続結果を連絡しますので、頻繁に確認されるメールアドレスを
　　ご登録ください。
　※迷惑メール等の設定をされている方は、以下のアドレスは受信可能となるよう設定をお願いします。
　　net@kansaimiraibank.co.jp
　※VISAデビットカードをご利用のお客さまはメール通知サービスにより取引メールが送付されますので
　　以下のアドレスは受付可能になるよう設定をお願いします。
　　staff@debit.kansaimiraibank.co.jp

ご入力いただいたメールアドレスにキャンペーンなどのご案内をお受取りになるかご検討ください。
■キャンペーンメール等のメールが不要な方は、チェックボックスにチェックをしてください。
※キャンペーンメール以外の重要なお知らせメールは配信されます。

Step2

11

11

10 10

9

9

全角で入力していませんか？
ドット「．」とカンマ「,」が違っていませんか？
スペース（空白）がはいっていませんか？
アドレスは全部入力していますか？

画面が進まない方は…

以上で初期設定は完了です。
※マイゲート申込時に「スマホ認証」または「ハードウェアトークン」をお申込みいただいたお客さまは、「連絡先電話番号の登
録」「振込限度額登録」「秘密の質問・回答登録」「秘密の画像登録」「スマホ認証またはハードウェアトークンの利用開始登
録」も行ってください。

初期設定方法

8



2 登録する口座番号を入力し、「次へ」をクリックします。

サービス利用口座（投資信託口座）の追加

1 マイゲートログイン後、増やしたいの「投資信託」より、「サービス利用口座に登録する」をクリックします。

マイゲートより投資信託・ファンドラップの各種お手続きを行うためには投資信託口座のサービス利用口座への
追加が必要となります。

1

2

2

3 次画面で入力内容を確認し、「上記の内容でサービス利用口座の登録をします」にチェックをし、「登録
する」をクリックし登録完了です。

1

2

2

PCの場合はコチラ スマートフォンの場合はコチラ

◆当日15時までに、既にマイゲート契約済のお客さまが「投資信託口座を新規開設」、もしくは既に投資信託口座開設済のお
客さまが「マイゲート契約登録を完了」された場合は、下記①のみ即時手続き可能ですが、下記②～④は翌営業日より手続
き可能となります。

◆投資信託の振替預金口座（指定預金口座）をサービス利用口座に登録されていない場合は、窓口での登録手続きが必要と
なります。登録後、翌営業日以降に投資信託口座をサービス利用口座に登録してください。

〈投資信託のサービス利用口座追加時のご留意事項〉

①課税口座の買付　　　②NISA口座の買付　　　③積立投資信託の申込　　　④解約
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電子交付サービスご利用の流れ

特定口座年間取引報告書

（※1）

（※2）

（※2）

（※3）

◆電子交付サービスをご利用されていない場合、原則として郵送により交付しますが、以下の点にご留意ください。
　※1  積立投信およびつみたてNISAでの購入取引については郵送交付はございません。
　※2  特定口座（源泉徴収あり）のお客さまについては郵送交付はございません。
　※3  ファンドラップをご契約のお客さまについては郵送交付はございません。
　お取引の内容は3ヶ月ごとに作成される「投資信託取引残高報告書」にてご確認いただけます。
◆対象書面が変更となる場合は、ホームページ等で公表いたします。

誤配達等
できます。
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電子交付サービスご利用の流れ
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● サービスの利用対象者は、個人のお客さまです。原則として日本にお住まいの成年に達した方によるお取引きとさせていた
だきます。

商号等/株式会社関西みらい銀行（登録金融機関近畿財務局長（登金）第7号）
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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