
手数料一覧

個人口座

有効日：2020年10月19日

お客さまは、本Personal Accounts Fee Schedule（個人口座手数
料一覧）は英語を正文とし、英語版とその他の言語版との間で内容
の相違・矛盾等がある場合、その相違・矛盾等の解決をするために
は、本Personal Accounts Fee Schedule（個人口座手数料一覧）
の英語版が支配することを理解し、それに同意するものとします。

Fee Schedule

Personal 
Accounts



2020 PERSONAL ACCOUNTS  
FEE SCHEDULE （2020 個人口座手数料一覧） 

口座に関する詳細および当行の預金口座に適用される諸条件について
は、それぞれ該当するSimply Stated Product Guides（商品概要）と
Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement（個人口
座とサービスについての開示および約款）を参照してください。

チェッキング口座

月次サービス手数料 1
オンライン
明細書付き

紙媒体の 
明細書付き

Bank Freely ™  ...............................................................................$ なし なし
Banking By Design® ..................................................................$ 5.00 7.00
Ready to Go® Checking ...........................................................$ 10.00 10.00
Priority Banking®（プライオリティ・バンキング）  .............$ 25.00 25.00 
Private Advantage®（プライベート・アドバンテージ） ...$ なし なし
Teen Access®（ティーン・アクセス） .......................................$ なし なし
Union Bank®*1 Access Account （ユニオンバンク・ 
アクセス口座  ）（UBAA） .........................................................$ 5.00 6.00

*1 以下「ユニオンバンク」という。

セービングス口座

月次サービス手数料1
オンライン
明細書付き

紙媒体の 
明細書付き

Bank Freely Savings（バンク・フリーリー・ 
セービングス） ..............................................................................$

Regular Savings（レギュラー・セービングス） ...................$
なし
4.00

なし
4.00

MoneyMarket （マネーマーケット） ........................................$ 9.00 10.00
High Rate MoneyMarketSM （ハイレート・マネー 
マーケット） ...................................................................................$ 14.00 15.00

Teen Savings（ティーン・セービングス） ...............................$ なし なし
Kidz Savings（キッズ・セービングス）....................................$ なし なし

1 月次サービス手数料を回避する方法については、該当する 
Simply Stated Product Guideをご参照ください。
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貸越

貸越手数料
貸越手数料は、利用可能残高が不足している際に、差し引き／項目が支
払われた場合（Overdraft Item Paidと言う表示で現れます）または返却
された場合（Overdraft Item Returnedと言う表示で現れます）、または
オーバードラフト・プロテクション・サービスを通した際に請求されます。
これらの手数料は、不足した利用可能残高に対し差し引き／項目が支払
われた日の翌営業日に請求されます。

各差し引きに付き ................................................................................................ $ 33.00
 1日に貸越手数料が請求されるのは5回の差し引きまで 
です（1日に付き最高165.00ドル）。

プライベート・アドバンテージ  ..................................................................$
手数料は 
発生しません

ユニオンバンク・アクセス口座 （UBAA） ................................................$
手数料は 
発生しません

毎1日に請求される口座:
ティーン・アクセス、ティーン・セービングス、および 
キッズ・セービングス ................... 1日に付き1件の差し引き額$ 15.00

（期末利用可能残高が$5.00ドル以上貸越された際に 
適用される手数料。）

継続貸越手数料 ..................................................1営業日に付き $ 6.00
（継続貸越手数料は、口座での貸越が継続している場合に、貸越金額（額
に問わず）に対して7暦日目から請求が開始されます。各継続貸越の期間
に付き最高額は30ドルです。(この手数料は、ティーン・アクセス、ティー
ン・セービングス、キッズ・セービングス、プライベート・アドバンテージ、 
およびUBAA口座には適用されません。）

オーバードラフト・プロテクション振替およびアドバンス手数料
デポジット・オーバードラフト・プロテクション振替手数料 

 ..................................................................................... 1日に付き $ 10.00 

デポジット・オーバードラフト・プロテクション振替手数料は、連結され
たチェッキング口座に対して請求され、お客さまのユニオンバンクの
チェッキング明細書に「Overdraft Protection Transfer Fee（オーバード
ラフト・プロテクション振替手数料）」として記載されます。（この手数料は、
プライオリティ・バンキング、プライベート・アドバンテージ、The Private 
Bank のお客さま、およびバンク・フリーリー・チェッキング口座には適用
されません。）

クレジット・オーバードラフト・プロテクション－キャッシュ・リザーブ口座
キャッシュ・リザーブ口座・オーバードラフト・プロテクション 
アドバンス手数料 ...................................................... 1日に付き $ 10.00 

 （ワシントン州で開設したキャッシュ・リザーブ口座については$0）

年間手数料 ...................................................................................$ 12.00
実質年率 ....................................................................................... 18%

クレジット承認の対象です。アドバンスは、キャッシュ・リザーブ口座で利
用可能なクレジット額の対象になります。キャッシュ・リザーブの年間手
数料とアドバンス手数料は、キャッシュ・リザーブ口座に対して請求され、
お客さまのユニオンバンクキャッシュ・リザーブ明細書には「Annual Fee
（年間手数料）」および「Cash Reserve Advance Fee（キャッシュ・リザー
ブアドバンス手数料」として記載されます。
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クレジット・オーバードラフト・プロテクション－ユニオンバンクの 
クレジットカード
ユニオンバンクのクレジットカードに関連付けられたオーバードラフト・
プロテクションについては、銀行担当者に問い合わせてください。クレジッ
トの承認対象です。オーバードラフト・アドバンスは、クレジットカード口
座で利用可能なクレジット額の対象になります。クレジットカード口座に
は、オーバードラフト・アドバンス手数料が課せられ、ユニオンバンクの
クレジットカード月次明細書には「Overdraft Advance Fee（オーバード
ラフト・アドバンス手数料）」と記載されます。特定の手数料やその他の条
件が適用されますが、これらは変更される場合があります。カードの発行
とサービスの提供は、MUFG Union Bank, N.A.*2 の部門であるユニオン
バンクカードサービシーズが行います。当行のSummary of Credit Terms
（与信条件の要約）およびCard Member Agreement（カード会員規約）、
Disclosure Statement（開示明細書）およびSecurity Agreement（セキュ
リティ規約）を参照してください。
*2 以下「ユニオンバンク」という。

ATM取引

ユニオンバンク以外のATM 
ユニオンバンク以外の銀行のATMでATMカードまたはデビットカードを
使用する際、毎回のお引き出し、お振替、または残高照会について以下
の手数料を請求します。ATMの所有者または運営者も、手数料を課すこ
とがあります。

ATMネットワークでの引き出し、振替、または残高照会手数料 
（米国50州以内） ......................................................................... $ 2.00
ATMネットワークでの引き出し、振替、または残高照会手数料 
（米国50州以外、プエルトリコ、および米国領バー 
ジン諸島） ..................................................................................... $ 5.00

ATMカードおよびデビットカード
外貨買入手数料 .........................................................................購入金額の2%
ATMカードおよびデビットカードの再発行手数料 ....................$   無料

口座明細書サービス

小切手の画像手数料（紙媒体の明細書による） 
 ......................................................................................毎月追加 $ 3.00

スナップショット明細書 ...............................................1件に付き $ 5.00
複数の原本明細書手数料（最高4枚）、 
フレキシブル明細書表示 ...................................................毎月 $ 5.00
翌日/速達便による明細書送付 

 ............................................................................要請1件に付き $ 12.00

支払停止手数料

オンライン・
バンキング

テレフォン・ 
バンキング 
ダイレクト・ 
サービス

テレフォン・ 
バンキング 
パーソナル・
サービス

バンキング
オフィス

支払停止 .....................................各 $ 　 15.00 15.00 30.00 30.00
支払停止 
（小切手の範囲）  ......................$ 該当なし 該当なし 30.00 30.00
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オンライン・バンキング

オンライン・バンキングおよびオンライン・ビル・ペイ・アクセス 
   ...............................................................................................$ 手数料なし
その他の手数料：
ビル・ペイ最速支払手数料 ....................................................各$ 15.00

個人用金融資産管理ソフトウェアへの 
オンライン取引ダウンロード

オンライン・バンキングなら、Quicken®（クイッケン）またはQuickBooks®
（クイックブックス）など、個人用金融資産管理ソフトウェアに手数料なしで
取引をダウンロードしていただけます。個人用金融資産管理ソフトウェア2

を使用して行なった取引ダウンロードについては、以下の手数料が適用さ
れます。

オンライン口座への 
アクセス *

オンライン口座への 
アクセスおよび 
ビル・ペイ *

クイッケン ................................... $
月次4.00。セッション 

10回を超えると、 
セッション1回に付き0.25

月次10.00。 
支払25件を超えると、
支払1件に付き0.40

クイックブックス ..................... $
月次11.00。セッション 

10回を超えると、 
セッション1回に付き0.75

月次18.00。 
支払20件を超えると、
支払1件に付き0.75

*  サービス開始月の手数料は免除されます。その場合でも超過アクセス
および超過取引手数料が適用されます。

預入項目返却手数料

預入項目返却手数料 .....................................................................$ 6.00
自動再クリア手数料 ..................................................................各 $ 2.50

その他の手数料

コピーサービス

テレフォン・ 
バンキング 
ダイレクト・ 
サービス

テレフォン・ 
バンキング 
パーソナル・
サービス

バンキング 
オフィス

小切手のコピー
（1暦月に付きコピーを2件超える場合） .....$ 3.00 5.00 5.00
明細書のコピー手数料 .....................................$ 3.00 5.00 5.00
預金入金票または 
預金した品目のコピー ..................................$ 該当なし 5.00 5.00

記録検索リサーチ時間 ........................................ 1時間に付き $ 30.00
（最低30ドル、コピー手数料が適用されます。）

その他のサービス

法的プロセス手数料（1回に付き） .........................................$ 100.00
預金検証 
（口座格付け）要請1件に付き..............................................$ 25.00
小切手印刷料金  
（注文する小切手の数量およびスタイルによって異なります。）

4

2 本サービスの使用には別途登録が必要です。



5

メダリオン・スタンプ保証 ................................来行1回に付き $ 5.00
国内取立て手数料 
（入金／出金にかかる徴収） .......................................................$ 30.00
国際取立て手数料（変動） ...................................................最低 $ 85.00
署名保証 ..............................................................来行1回に付き $ 5.00

貸金庫のレンタル料
貸金庫の大きさは、場所により異なります。ご利用の可否、年間手数料や
口座関連の手数料に関する情報、および割引付きの特定の商品/プログ
ラムについては、最寄りの支店までお問い合わせください。

ファックスおよびコピーサービス
ユニオンバンクの
お客さま

ユニオンバンクに口座を
お持ちでないお客さま

コピーサービス（1ページに付き） ......  $ 1.00 1.50
ファックス送信（1ページに付き） .......... $ 2.00 2.50

小切手およびマネー・オーダーサービス

ユニオンバンクの
お客さま

ユニオンバンクに口座を
お持ちでないお客さま

銀行小切手 ........................................................... $ 10.00 15.00
マネー・オーダー ........................................... $ 5.00 該当なし

ユニオンバンク・アクセス口座マネー・オーダー .......................$ 1.50

電信送金手数料 

海外または国内の取引先銀行またはその他の仲介銀行の手数料がかか
ることがあります。この手数料はお客さまの口座もしくは送金金額から差
し引かれることもあります。

電信送金（受信） ...................................................各送金に付き $ 15.00

電信送金（送信）（各）
ダイレクト・
アクセス

オンライン・
バンキング

支店 
（本人で）

顧客サービス
（電話）

国内送金 ...................................$ 20.00 20.00 30.00 45.00

外国送金 – 外貨 ......................$ 35.00 — 40.00  55.00

外国送金 – 米ドル ..................$ 45.00 45.00* 50.00 65.00

* ジャパニーズ・カスタマーサービスユニットがサービスを提供す 
るグローバル・エクスパトリエイト・アカウント、カリフォルニアアカウン
ト、パシフィックリム・カンパニー・ベネフィット・プログラムのお客さま
のみご利用いただけます。

電信送金通知
ファックス ............................................................各送金に付き $ 10.00
電話 ......................................................................各送金に付き $ 20.00
ユニオンバンク口座間の振込
ダイレクトアクセス.............................................各振込に付き $ 6.00
支店 ......................................................................各振込に付き $ 10.00
顧客サービス ......................................................各振込に付き $ 30.00
自動振替の固定支持
  ..................................................................................１件に付き $ 10.00
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注意事項：
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