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お客さまは、本 Personal Accounts Notice of Change in 
Account Terms（個人口座口座規定変更の通知）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 Notice of Change in Account Terms（個
人口座口座規定変更の通知）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。
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お客さまのUnion Bank*1口座 
に関する重要情報
この変更の通知（以下「本通知」）により、必要に応じて以下の文書を
改定します。

• 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）

および上記文書のその他の補遺（以下「規約類」）。
具体的には、本通知における以下の項目は規約類に対する変更
を反映するものです。規約類の他のすべての諸条件は変更なく、
そのまま効力を有します。本通知の規定は、別段記載がない限り、 
2021年1月21日より有効となります。

本通知と規約類との間に矛盾がある場合には、（矛盾する範囲に限
り）本通知が支配することとします。Union Bank® 口座を引き続きご利
用または保持していただくことで、お客さまは本通知の規定に同意
するものとします。

PERSONAL ACCOUNTS & SERVICES  
DISCLOSURE AND AGREEMENT

「DEFINITIONS YOU SHOULD KNOW（知っておくべき定義）」セク
ションで、以下のとおり、「署名権者」の定義が新たに追加され、「口座
保有者」の定義が変更されました。

署名権者

口座保有者により、口座から資金を引き出し、口座に関するその他の
指示を与える実際のまたは表見上の代理権を付与された人物（当該
人物が該当する本口座規定に署名していない場合を含む）を指しま
す。当行は、口座に関していずれか1名の署名権者の口頭または書面
での指示を実行できるものとし、然るべく行うことについて何ら責任
を負いません。

口座保有者

口座を保有する権利を持つ人または人たちを意味します。口座保有
者は、個人もしくは共同保有人、または、管財人、遺言執行者、遺産管
理人、後見人などの受託者の資格を有する個人でもかまいません。
また、口座保有者は、お客さまが口座に追加する未成年者でもかま

*1 以下「ユニオンバンク」という。
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いません。口座の解約または転換を含め、口座に関連する何らかの
手続きをとるとき、口座保有者は個別に、または全口座保有者に代
わって行動します。本口座規定において特に明示的に規定されない
限り、一人の口座保有者はいずれも、全口座保有者の代理として行
動し、口座保有者のすべての取引、引き出し、コミュニケーションを含
む口座に関連する手続きに全口座保有者を拘束します。本口座規定
で、口座保有者のみが取り得る手続きについて論じる場合はいつで
も、「口座保有者」という用語を使用します。

「CASH RESERVE ACCOUNT（キャッシュ・リザーブ口座）」セクショ
ンの文言は、キャッシュ・リザーブ口座を保有していないお客さま、ま
たはキャッシュ・リザーブ口座を解約済みのお客さまには適用されま 
せん。

「COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS（適用法の遵守）」セ
クションは、「COMPLIANCE WITH RELEVANT LAWS（関連法の遵
守）」に改題され、内容も下記のとおり全面的に変更されました。

関連法 － 贈収賄、腐敗行為、マネー・ロンダリング、不正、テロ資金
供与に関連してお客さまの口座、取引、もしくは関連第三者取引に
適用される、政府当局、規制当局、監督当局により発行、公布、もしく
は管理される米国の制裁およびすべての法律、制定法、規則、規制、
命令、および省令を意味します。関連法には、Bank Secrecy Act（銀
行秘密法）、USA Patriot Act（米国愛国者法）、U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act of 1977（米国の1977年海外腐敗行為防止法）、および
U.K. Bribery Act 2010（英国の2010年贈収賄法）が含まれますが、そ
れらに限定されません。

関係者 － 口座に関する、口座保有者、署名権者、もしくはそれらに関
する権限を委任された他のあらゆる人を意味します。

制裁対象国 － 国全体および地域全体にわたり米国の制裁の対象と
される国または地域を意味します。

制裁対象者 － 米国市民、米国永住者、米国の法律の下に設立され
た団体、もしくは米国内の人との間で通商、事業、もしくはその他の
活動に従事することを、米国の制裁により禁止または制約されてい
る個人または団体を意味します。

米国の制裁 － 金融制裁、経済制裁、もしくは貿易規制に関して、あら
ゆる米国政府当局（米財務省外国資産管理局を含むものの、それに
限定されません）により随時発行、公布、管理、もしくは強制執行され
るすべての法律、制定法、規則、規制、命令、および省令を意味します。
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関連法の遵守 － お客さまは、本文書により、(i) 関係者はいずれも、制
裁対象国において所在、設立、居住せず、制裁対象国の居住者ではな
く、または制裁対象者ではないこと、かつ (ii)各関係者は、口座および
サービスの利用に関連して関連法を遵守するものとすることを、事実
表明し、保証します。お客さまは、かかる事実表明が真実でなくなった
場合には、直ちに当行に通知することに合意します。お客さまはさら
に、制裁対象国から口座にアクセスしないこと、また関連法に違反す
る、または関連法を回避する目的を有する取引に関連する口座およ
びサービスを利用せず、かかる利用を許可しないことに合意します。
当行が、当行独自の裁量により、取引の合法性に関して疑義があると
考える場合、当行は、その件に関して調査をしている間、取引を拒否
するか、または問題となっている金額を凍結することがあります。

インターネット賭博 － 当行は、非合法のインターネット賭博に直接
的または間接的に関連する取引を行うための口座利用を固く禁じ
ます。本セクションで用いる用語「非合法インターネット賭博」は、12 
C.F.R. Section 233.2(bb)（Code of Federal Regulations (連邦規則
集)タイトル12のセクション233.2(bb)）に定められる意味を有するも
のとします。お客さまは、口座を通して、非合法のインターネット賭博
に直接的あるいは間接的に関与する、または関連する取引を、それ
らに関連する資金あるいは預金の受諾または受領を含め、いずれも
行わないことに合意します。

「GOVERNING LAW（準拠法）」セクションは、以下のとおり全面的
に変更されました。

本口座規定は、その抵触法の規定に関わらず、下記の説明のとおり、
連邦法に、また連邦法により予め阻止されない、または取って代わら
れない範囲においては準拠する州法に準拠します。

• お客さまが当行支店の一つで対面で口座の開設を申請した場合
には、口座は当該支店が所在する州において維持され、当該州の
法律に準拠します。

• お客さまが口座の開設をオンラインまたは他のリモート手段で申
請し、申請時点にワシントン州またはオレゴン州のいずれかに居
住している場合には、口座はお客さまが申請時点に居住する州の
法律に準拠します。共同口座については、氏名が最初に記載され
る口座保有者の居住住所によって判断されます。

• その他すべての場合においては、口座は、カリフォルニア州内に維
持され、カリフォルニア州法に準拠します。

お 客 さま の 口 座 およ び サ ー ビス もま た 、クリアリング・ハ ウ
ス、Federal Reserve Bank （連邦準備銀行）、資金送金システム、画像



4

交換、および取引先銀行の規則（「本規則」）に服します。お客さまは、
法律で要求されている範囲を除き、本規則の変更について当行から
お客さまに通知する必要がないことに同意するものとします。本口座
規定の規定と、本規則との間に何らかの不一致がある場合、本規則
によって禁止されていない限り、本口座規定の規定が本規則に優先
するものとします。

「INACTIVE ACCOUNTS（休眠口座）」セクションのサブセクション
「About service charges for inactive accounts（休眠口座に対する
サービス手数料について）」の第1文は、以下のとおり変更されました。

休眠口座の月次サービス手数料および適用される手数料は、非休眠
口座のものと同一です。

「PURCHASE OF MONETARY INSTRUMENTS（通貨代替物の購
入）」セクションには、下記のサブセクションが以下の通り追加されま
した。

銀行小切手の購入の要請

The Private Bankのお客さまは、当行支店で対面で銀行小切手の購
入を行うことができます。The Private Bankのお客さまはさらに、お客
さまが所属する特定セグメントを担当するカスタマーサービスに連
絡することで、購入を要請することもできます。かかる遠隔要請には、
セキュリティ手続きが適用されます。

カスタマーサービスを通して行われる要請については、購入資金源
となる口座の署名権者が署名した書面での要請は、安全なメッセー
ジ、暗号化電子メール、もしくは米国郵政公社を通して受理されるこ
とがあります。

「SAFE DEPOSIT BOX SERVICE（貸金庫サービス）」セクションの
第2項は、以下のとおり修正されました。

お客さまが当行での最後の非休眠預金口座を解約する場合、当行は
Safe Deposit Box Renter Agreement（貸金庫賃貸契約）を終了する
ことができ、お客さまは貸金庫を解約し中身を除去するよう要請され
ます。

貸金庫に関する詳細情報については、Safe Deposit Box Renter 
Agreementを参照してください。

「DISPUTE RESOLUTION（紛争解決）」セクションは、以下のとおり
全面的に変更されました。
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仲裁による請求の解決

本条項を注意深くお読みください。本条項に基づき、お客さまは、
本書に定められる場合を除き、あらゆる主張について裁判所で裁判
官または陪審員の面前で審理を受ける権利、および何らかのclass 
action（クラスアクション）またはその他の representative action（レ
プレゼンタティブアクション）を提訴するか、またはそれに参加する
権利を放棄します。

対象とされていない請求

本書に基づき仲裁の対象となる請求には、以下は含まれないものと
します：

• 当該請求が少額訴訟法廷に係属している限り、お客さまが少額訴
訟法廷において開始した手続きでなされた請求

• 相殺、口座の保有もしくは凍結、または再保有を含む、当行のいずれ
かの者による何らかの自力救済の行使により発生する任意の請求

• 不動産上の利益によって担保された義務により発生するか、また
はそれに関連する請求

仲裁手続き

お客さまと当行は、各請求が、何らかのクラスアクションまたは他のレ
プレゼンタティブアクションの代表者または一員として提起されるも
のではなく、個人の名義で提起されるものであることに合意します（「
請求の制限」）。ただし、上述の請求の制限は、public injunctive relief 

（公的差止命令による救済措置）の請求には適用されません。仲裁
人は、複数の人物の請求を併合することも、また他の形で、いかなる
形態のクラスアクションまたはその他のレプレゼンタティブアクショ
ンを審理することもできません。この特定の項が仲裁人によって何ら
かの請求に関して強制執行不能であると判断された場合には、(i)本
仲裁条項は、特定の当該請求に関しては無効であるものとし、(ii)本仲
裁条項が強制執行不能とみなされる当該請求はすべて、本口座規定
の「仲裁不可能な請求の解決」という題の条項に従い、判断されるも
のとします。ただし、本仲裁条項は、他のすべての請求に関しては完
全な効力および効果を継続するものとすることを条件とします。

仲裁不可能な請求の解決

お客さまの口座もしくは貸金庫が、カリフォルニア州内の支店にある
か、またはオンラインで開設された場合、以下が適用されます。本口
座規定に基づき仲裁可能でないすべての請求（仲裁条項が強制執
行不能とみなされる請求、または請求の制限が適用される請求を
含みます）は、それに関連する法律または事実についてのすべての
問題を含め、当事者の書面による要請により、California Code of 
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NOTESCivil Procedure（カリフォルニア州民事訴訟法）に従い、judicial 
reference（ジュディシャルリファレンス）により判断されるものとしま
す。お客さまおよび当行は、かかる場合において、陪審員が当該請求
の判定をしないことを認めます。当事者は、引退した州判事または連
邦判事である単独の中立的な調停人（「調停人」）を選択するものとし
ます。当事者が調停人について合意できない場合には、裁判所が調
停人を任命するものとします。調停人は、判断命令を裁判所に報告す
ることとします。本条項のいかかる内容も、いかなる時であっても、い
かなる当事者の、自力救済の行使、担保物件に対する担保権の実行、
または仮の救済を得る権利を制限することはないものとします。当事
者は、調停人が別途命令しない限り、調停人の手数料および費用を
平等に負担するものとします。調停人はまた、本条項の適用性、解釈
および法的執行力に関連するすべての問題を判断するものとします。

お客さまの口座もしくは貸金庫がカリフォルニア州以外の州内の支店
にある場合、以下が適用されます。法律により許容される最大の範囲
で、お客さまおよび当行は、本口座規定のもとでは仲裁ができない
すべての請求（仲裁条項が強制執行不能とみなされる請求、または
請求の制限が適用される請求を含み、また、関連する法律または事
実についてのすべての問題を含む）を解決する目的で陪審審理をす
る権利を意図的かつ故意に放棄します。

前項に規定した陪審審理の権利放棄が何らかの理由で強制執行可
能でない場合には、お客さまと当行は、当該請求はすべて、それに関
連する法律または事実についてのすべての問題を含め、いずれかの
当事者の書面による要請により、適用される州法に従い、ジュディシ
ャルリファレンスにより判断されるものとすることに合意します。お客
さまおよび当行は、かかる場合において、陪審員が当該請求の判定
をしないことを認めます。当事者は、引退した州判事または連邦判事
である単独の中立的な調停人（「調停人」）を選択するものとします。
当事者が調停人について合意できない場合には、裁判所が調停人を
任命するものとします。調停人は、判断命令を裁判所に報告すること
とします。本条項のいかかる内容も、いかなる時であっても、いかなる
当事者の、自力救済の行使、担保物件に対する担保権の実行、または
仮の救済を得る権利を制限することはないものとします。当事者は、
調停人が別途命令しない限り、調停人の手数料および費用を平等に
負担するものとします。調停人はまた、本条項の適用性、解釈および
法的執行力に関連するすべての問題を判断するものとします。

「HOW TO CONTACT US（お問い合わせ方法）」セクションについ
ては、コールセンターの営業時間が月曜日～金曜日（米国太平洋時
間、連邦祝祭日を除く）の午前7時～午後9時から午前7時～午後7時
に変更されました。
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