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ALL ABOUT YOUR PERSONAL  
ACCOUNT AGREEMENT（個人口座約款について）
MUFG Union Bank, N.A. （以下「ユニオンバンク」という）をご利
用いただきありがとうございます。当行で新規口座を開設いただく
と、Personal Accounts & Services Disclosure（以下「本口座規 
定」）をお受け取りになります。本口座規定は、お客さまの権利およ
び責任、ならびに当行の権利および責任などお客さまの口座に適用
される規定を定めた契約です。

口座に関しては英語が主要言語です。

お客さまへの当行からの連絡に対する影響 – 本口座規定の正文は
英語です。英語の内容と、お客さまとの連絡に使用する別の言語の
内容との間に何らかの不一致がある場合、別途書面で合意しない限
り、またはお客さまの口座に適用される法律で特に異なる結果が要
求されていない限り、英語の内容が支配します。

お客さまの当行へのご連絡に対する影響 – お客さまが当行に与え
る書面によるすべての指示（例えば、小切手上の指示）は、英語でな
ければなりません。英語以外の言語で書かれた指示の処理は、お客
さままたは他の者によってなされたかに関わらず、お断りすることが
あります。当該指示の引き受けをしなかった結果お客さまが負うこと
のあるいかなる責任についても、当行は責任を負いません。

本口座規定に含まれる内容 – 当行とお客さまとの規定には、口座開
設時にお受け取りになる複数の書類が含まれます。 各書類にはご
利用口座についての重要な情報が記載されています。注意深くお読
みください。これらの書類には以下のものが含まれます。

•  Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement
•  一般的には署名カードと呼ばれる Bank Depositor Agreement – 

Individual/Joint/Trust（個人／共同／信託預金の銀行預金者合意書)
•  適用される Simply Stated Product Guide（商品概要）
•  Personal Accounts Fee Schedule（個人口座手数料一覧）
•   適用されるInterest Rate Sheet（利率一覧表）
•  Time Deposit Accounts Disclosure（定期預金口座についての

開示）および受領書（定期預金口座を開設した場合）
•   上記の書類に対する修正条項や追加条項
•   お客さまの口座および関連サービスに関して当行が提供する追

加書類
別途書面でお知らせしない限り、これらの書類にはお客さまの口座
に関する規定すべてが含まれており、これまでにお受け取りになった
旧版に優先します。

個人（消費者）口座 – 個人口座は、ビジネス以外での、お客さまの個
人用途でご利用いただけます。 個人事業主を含む事業主の場合は、
その銀行取引のニーズに合わせてビジネス口座の中から選択する必
要があります。

事業または商業目的で個人口座を使用されている場合、当行は当
該口座を解約する、または事業の存在を証明する適切な書類を提出
し、当該口座を適切なビジネス口座に変更することをお客さまに要
請する権利を留保します。

これらの規定への同意を示す方法 – 当行の署名カードへ署名するこ
とによって、口座を開設、または口座を継続使用した場合、お客さま
はこれらの諸条件を読み、理解し、同意したことになります。



2

お客さまの本人確認

新規口座開設手続きに関する重要な情報 – 政府によるテロへの資
金調達やマネー・ローンダリング活動の防止対策を支援するべく、連
邦法では、全金融機関に対し、口座開設者の身分を証明する情報を
取得、確認、記録および保持するよう義務付けています。

お客さまへの影響 – 口座開設時、当行がお客さまの身元を確認でき
るよう、お客さまのお名前、実在の住所、生年月日、およびその他の
情報をお尋ねします。また、お客さまの身元を確認するために、運転
免許証、もしくはその他本人確認書類を提示していただくこともあり
ます。 当行は予想される活動、資金源、取引の目的、予想される取
引頻度、資金の送付先の人物および資金を送付した人物との関係、
お客さまが送金または受領した資金の最終的な受益者、その他の取
引およびMUBとの銀行関係全体の性質と目的を明確にする上で有
用な質問について具体的な情報をお客さまに更にお尋ねすることが
あります。当行では、独自の裁量に基づいて、理由のあるなしに関わ
らず、口座を開設しない、または既存の口座を閉鎖することを選択
することがあります。当行は、独自の裁量に基づいて、お客さまの電
話、書面、またはオンラインでの指示に基づき、追加の口座を開設す
ることがあります。これらの口座は、お客さまが以前に開設した口座
と同一名義でなければなりません。口座およびその取引の目的、組
織構造、署名者の権限、提出書類、または口座開設に伴う一般的な
リスクなどを理解できない場合、当行は口座を解約することがあり
ます。当行は当行の行為について具体的な理由を開示しないことを
選択することがあります。

特定の現金取引に対する本人確認 – 当行は、特定の現金取引を行う
際、すべての個人のお客さまに対して特定のIDの提示をお願いする
場合があります。
•   Union Bank®（以下「ユニオンバンク」という）口座保有者は、ATM

カードもしくはデビットカード、または有効な政府発行ID、運転免
許証、もしくはパスポートを提示いただく必要があります。

•   当行に口座を保有されていないお客さまは、有効な政府発行ID、
運転免許証またはパスポートを提示いただく必要があります。

お客さまのデューディリジェンス – 当行がBank Secrecy Act（銀
行秘密法）および関連法令を遵守できるよう、当行は予測される活
動、資金源、取引の目的、予想される取引頻度、資金の送付先の人
物および資金を送付した人物との関係、お客さまが送金または受領
した資金の最終的な受益者、その他の取引の性質と目的を明確に
する上で有用な質問について具体的な情報をお客さまにお尋ねする
ことがあります。当行では、その唯一独自の裁量に基づいて、口座の
目的、組織構造、署名者の権限、提出書類、口座開設に伴う一般的
なリスクなどを理解できないため、もしくはその他いかなる理由にせ
よ、口座を開設しない、または口座を閉鎖することを選択することが
あります。当行は当行の行為について具体的な理由を開示しないこ
とを選択することがあります。所有者または受託者はまた、口座開設
時および随時、信託証書、裁判所命令、および当行が必要とみなす
その他書類の提出を求められることがあります。
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知っておくべき定義
本口座規定に記載されているすべての情報を理解しておくことが大
切です。 主な定義は以下の通りです。

調整 – お客さまの口座（貸方および借方両方）に対して当行が行う
修正または変更。例えば、預金伝票に誤った金額が計上されていた
預金、またはお客さまが預け入れした品目が未払いとなった結果とし
て行われた修正や変更。

年利（APY）– 利率と複利計算の頻度をもとに、口座に対して支払わ
れる利息の合計額を反映するパーセント値。 特に明記されていない
限り、年利は365日期間（うるう年は366日期間）で計算される。

実収年利（APYE） – 明細期間中にお客さまの口座で実際に得た利
息の額と、その期間での口座の一日の平均元帳残高との関係を反映
する年換算率。

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。

利用可能残高（または利用可能資金）– お客さまの口座にある引き
出し可能な資金の金額。この金額は、お客さまの元帳残高や取立て
済み残高とは異なることがあります。

月間平均（元帳）残高（明細書の平均元帳残高）– 明細期間の各日
について口座内にある元帳残高（明細期間の末日に支払われた利息
を除く）を加え、算出した金額を同期間の日数で割った金額。特に明
記されていない限り、月次サービス手数料を避けるために使用され
ることのある月間平均元帳残高は月間明細書期間に基づきます。

営業日 – 土曜日または日曜日に当行が営業する場合があったとして
も、連邦祝祭日を除く月曜日から金曜日を指します。特に明記されて
いない限り、時間は太平洋時間を意味します。

取立て済み残高 – 元帳残高から取立て未了の資金の金額を差し引
いたもの。

合算残高 – これは、お客さまの要請に基づき、お客さまの主要チェッ
キング口座に連結させた1口以上の口座に適用します。合算残高は、
月次サービス手数料が課金されるかどうかの判断に使用されること
があります。お客さまは、お客さまの口座を主要チェッキング口座に
連結させて、それらの口座残高を合算残高に含めるように当行に要
請する必要があります。当行では、合算残高を判断する際、口座を自
動的に連結したり、連結されていない口座残高を考慮したりすること
はありません。合算残高は、お客さまが主要チェッキング口座に連結
するようにご依頼された口座からの以下の残高情報の組み合わせに
よって決定されます。
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•   すべての連結口座の前月の月次明細書における月間平均元帳残高
に、主要チェッキング口座の当月の月次明細書における月間平均元
帳残高を加えます。また連結されている場合には、

•   明細書が作成されていない口座の前日の元帳残高（例えば、定期
預金口座）。

お客さまは、連結残高の計算に以下の口座を連結するようにご要請 
いただけます。

•   適格なチェッキング口座、セービングス口座、マネーマーケット口
座、および定期預金口座（IRAを含む）（制約が適用される場合が
あります）。

•   Priority Banking®および The Private Bankのお客さまは、個人年
金仲介口座（IRAs）1、ユニオンバンクの一部のビジネス口座（分析
済み口座を除く）のほか、UnionBanc Investment Services®1（以
下「ユニオンバンク・インベストメント･サービシーズ」という）およ
びPortfolio Connection®1（ポートフォリオ・コネクション）口座の
資金のみを含めることができます。

合算残高の計算に口座を連結する場合、以下の制限が適用 
されます。

•   合算残高の目的では、複数のチェッキング口座を連結することは
できません。

•   合算残高にはPurePoint® Financial口座を含みません。

借方 - お客さまが振り出した小切手、または当行が許可した、もしく
は支払いのため提示されたその他品目といった、お客さまの預金口
座の利用可能残高を減らす記入。利用可能残高不足に対して支払
いの提示をされ、未払いのまま返却された借方は、借方が支払われ
るまで受取人の金融機関により支払いが再提示されることがありま
す。

品目 - 口座からの資金の引き出しまたは支払いの命令、指図または
承認。小切手、代替小切手、電子取引、手形、送金為替（一般的に「
遠隔作成小切手」と言われる）、または資金の支払い、送金もしくは
資金の引き出しに対するその他命令または指図など。利用可能残
高不足に対して支払いの提示をされ、未払いのまま返却された品目
は、借方が支払われるまで受取人の金融機関により支払いが再提示
されることがあります。

1  ポートフォリオ・コネクション口座を含む証券・投資アドバイザリーサービス
は、SEC登録証券業者/投資アドバイザー（FINRA/SIPCメンバー）であるユ
ニオンバンク・インベストメント・サービシーズ（UBIS）を通して提供されま
す。UBISはユニオンバンクの子会社です。また、
•   投資商品は、銀行預金ではなく、ユニオンバンクまたはユニオンバンク

の関連会社に対してその他の義務を課すものではなく、また、ユニオン
バンクまたはユニオンバンクの関連会社によって保証されるものではあ
りません。

•   また、FDIC(米連邦預金保険公社)その他の連邦政府機関による保険の
対象となるものではありません。

•   さらに、これらの投資商品には元本毀損の可能性を含む投資リスクがあ
ります。
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元帳残高 - 当行の記録にあるお客さまの口座について表示された取
立て済みおよび取立て未了の資金の総額

連結口座 - ユニオンバンクの口座は、当行との関係の目的で、同様の
保有者の他のユニオンバンクの口座（PurePoint Financial口座、分析
済み口座を除く）に連結することができます。連結口座は、より高い
利率、ボーナス、またはより充実したその他の口座の利益を受けるた
めに使用されることも時にはあります。この目的で、両方の口座につ
いての残高履歴、取引状況またはその他の要因が考慮される場合が
あります。連結口座は、少なくとも1名の同一口座保有者（両方の口座
で同じ名前と同じ資格の者）を持たなければなりません。その他の制
約が適用される場合があります。口座番号や残高を含む、連結口座
についての情報が、連結明細書に表示されることがあります。各口座
保有者は、連結明細書にその他の口座の残高を含めるかを判断でき
ます。かかる人物が署名者ではない口座の残高が含まれることがあ
ります。各口座保有者は、プライバシーの必要性と口座を連結する利
益を比較検討する必要があります。

注意事項：口座の連結を要請により、自動的に明細書が連結される
わけではありません。連結明細書を希望する場合、連結明細書を（
支店またはオンラインで）選択しなければなりません。

貸越 - 利用可能残高不足の時に借方が提示または再提示されると発
生する、お客さまの口座のマイナスの残高。貸越は、借方の支払いを
保証するものではありません。

貸越手数料 - 支払済み貸越品目、未払い貸越品目、連続的貸越手数
料を意味します。

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、保佐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。

PIN – 個人識別番号を意味します。

サービス -「サービス」とは、本口座規定に記載された、お客さまの
預金口座に関連する一つまたは複数のサービスを意味します。

当行 - MUFG Union Bank, N.A.（これには、MUFG Union Bank, 
N.A.の支店、課、その他の部署が含まれますがこれらに限定されませ
ん）、ならびにMUFG Union Bank, N.A.の登録商標およびブランド名
であるUnion Bankを意味します。

お客さま - １人または複数の口座保有者および署名権者。お客さま
は、MUFG Union Bank, N.A.のお客さまと呼ばれることがあります。

口座のご利用
お客さまに口座を最も効率的にご利用いただけるようサポートする
こと、そしてあらゆる問題を防ぐことを、当行の優先事項としておりま
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す。そのため、以下の情報を注意深くお読みいただき、今後の参照の
ために本口座規定を保管しておいてください。

口座保有者として、ご自身の口座取引および利用可能残高を把握す
ることはお客さまの責任であることに留意してください。

預金
預金の源泉 - 

当行が預金を受け付ける預金者：お客さまの口座に提示された口座
名義人への入金品目についても、当行は預金者の権利の有無に関係
なく、いかなるソースからも受け入れます（エクスプレス・バンキング
のキオスクで行われた預入を含みますが、それに限定されません）。

現金払戻の受領者：支払先が任意の口座保有者の品目に関連して、
その品目の裏書人がお客さま本人であるかにかかわらず、権限のあ
る任意の口座署名権者または代理人に現金払戻を行います。

指示がない、または指示が不正確な預金について：預金または支
払いの際、入金方法または入金先を当行に示す指示が添えられて
いない場合、当行の裁量で、口座保有者が当行で維持している預 
金口座もしくはローンに適用できるものとします。受け取った指示
に情報が不足していた、または不正確な情報が含まれていた場合、
当行は、たとえ預金伝票またはその他の指示に記載されている 
名前が口座名義と異なる場合も、預金伝票またはその他の口座 
入金指示に記載されている口座番号だけに基づいて口座に入金し
ます。預金先口座、または預金を意図した口座をお客さまが適切に
特定しなかったことによって請求、コスト、損失、または損害が生じ
た場合、お客さまがその責任を負います。

制約 - 当行は、預金または口座への追加の受け付けを拒否したり、そ
の額を制限したり、またはそのすべてもしくは一部をお客さまにお戻
しすることがあります。また、当行はお客さまがATMやその他スキャ
ナーで預け入れた品目のスキャン画像を受け入れない場合がありま
す。預入が拒否された場合、お客さまには預金修正通知が送られま
す。また、当行は、お客さまの口座内に維持され得る資金金額を制限
する権利を留保します。

また何らかの理由で、お客さまおよび／または当行の損失を制限す
るために必要と当行が判断する場合には、当行の裁量で預入資金を
保留することもあります。

裏書き -

どのような裏書きが必要か：お客さまの口座に預け入れられた品 
目に裏書きがない場合、当行が裏書きをしたり、および／または 
お客さまの裏書きなしに品目を取立てることがあります。ただし、
当行は、モバイル小切手預入に必要な制限付き裏書きを含め、預
け入られた品目を受け入れる前に、お客さまご自身による裏書き
を要求する権利を留保します（以下の本口座規定のモバイル小切
手預入のセクション、および Mobile and Online Banking Service 
Agreement for Personal and Small Business Accounts（個人口
座およびスモールビジネス口座向けモバイル・バンキングおよびオ
ンライン・バンキング・サービス契約）をご参照ください）。
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複数の裏書きがある場合：複数の者が裏書きをした品目を預け入
れる場合、または裏書きをした1人以上の者を当行が識別していな
い場合には、当行は、その品目を拒否したり、すべての裏書人の立ち
合いを要求したり、または当行が容認可能な別の金融機関による
裏書きの保証を要求することがあります。

取立てのために送付される品目 -

どのような時に起こるか：合衆国外の金融機関から発行された場
合、疑わしい場合、破損がある場合によくあることですが、当行は
小切手またはその他の品目の預入の受付を拒否したり、取立てのた
めに受け付けることがあります。

当行が取立てのために品目を受け付けた場合：当行が振出先の金
融機関に品目を送付し、当行独自の裁量で、当該金融機関から資
金を取り立てるまでお客さまの口座に暫定的に入金することがあ
ります。

当行がお客さまの口座に入金する場合：当行は、他の機関から資金
を受け取る前に、お客さまの口座に入金することがあります。何ら
かの理由で未払いとなった場合、当行はお客さまの口座に対して当
該金額を請求します。

手数料について：当行は、取立品目の送付および受領に関連して、
手数料を課すことがあります（例えば、お客さまの口座への請求、
または支払済みの金額から手数料を差し引くことによります）。 
お客さまの口座に関わる取立品目に対し、その品目を送付または
受領するその他の機関は、そのサービスの追加手数料を課すこと
があります。

検証および最終支払い - 当行にて換金または預入を行ういかなる
品目についても、後の検証と最終支払いがなされることが条件とな
ります。その資金を既に使用したかどうかにかかわりなく、取立ての
過程で品目の紛失、盗難もしくは破損があった場合、未払いのまま当
行に返却された場合、または不適切に支払いがされた場合には、当
行は、お客さまの口座から資金を差し引くことがあります。また現金
預金は、後に検証の対象となり得ることに留意してください。

他者の小切手の換金 -
お客さまご自身を守るために：お客さまはご自身の口座取引に責
任があるため、よく知らない他人のために、お客さまの口座を使 
用して、小切手を換金すべきではないことを忘れないでください。
当行は、小切手が支払われるかどうかを判断するための措置を講
じ、その判断が出るまでの間、お客さまに暫定的に（一時的に） 
資金を利用可能にすることがあります。ただし、最終的に何らかの
理由（小切手の偽造など）で、その小切手が当行に送り返された場
合に生じた損失についてはお客さまに責任があります。

他の機関からの小切手について：当行は、銀行小切手を含む、 
他の機関に対して振り出された、または他の機関によって発行さ 
れた小切手が支払われることを保証することはできず、また保証し
ません。

Automated Clearing House（ACH）振込 -

ACH振込とは：給与のダイレクト・デポジットや業者への支払いな
どの電子振込を指します。
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どのようにお客さまの口座に入金されるか：ACH振込がなされる
と、最終支払いを当行が受領するまで、当該振込の入金は暫定的
に（一時的に）記入されます。それまで、振込を開始した当事者は、
お客さまに支払いを完了したとはみなされず、お客さまが入金の 
一部または全部をすでに引き出していても、当行には暫定的な入
金の返金を受ける資格があります。

お客さまの口座への影響：当行がお客さまにACH振込について暫
定的な入金を行ったにも関わらず、最終支払いを受領しない場合、
当行は、事前の通知や要請なしに、全額をお客さまの口座に請求
します。 

被仕向送金の通知 - 
当行がACH振込の通知をする場合：当行は、ACH振込を受領した
ことについて、別途通知を行う義務はありません。お客さまの口
座へのACHによる入金を受け入れた場合、お客さまは次回の通常
の定期に送付する明細書で入金について通知を受けることになり
ます。

ACH以外の振込の通知について：ACH以外の被仕向送金（例え
ば、電信送金）についての通知を送付することもありますが、当行
にはその義務はありません。

振込発生の確認方法：最寄りの支店、リテール・カスタマーサー 
ビスもしくはテレフォン・バンキング・サービスに問い合わせるか、
またはオンライン・バンキングもしくはモバイル・バンキングでご 
確認ください。

Funds Availability Policy （資金利用可能状況に関す 
る規定）
お客さまによる資金の引き出し - 当行の規定では、お客さまの現金
および小切手の預金からの資金は、預金を受け付けた営業日の翌営
業日に利用可能になります。電子ダイレクト・デポジットは、当行が預
金を受け取った日に利用可能になります。いったん資金が利用可能
となると、お客さまは現金で引き出しができるとともに、当行はお客
さまが書かれた小切手またはお客さまの口座に提示または再提示さ
れたその他の品目の支払いを行うためにその資金を使用します。た
だし、当行がお客さまの資金の利用を可能にし、お客さまがその資
金を引き出した後でも、預け入れた小切手で、未払いのまま返却され
たものについては、お客さまに責任があることにご留意ください。
お客さまの預金の利用可能状況を考慮するにあたっては、土曜日、
日曜日、および連邦祝祭日を除いた全ての日が営業日になります。
当行が営業している営業日の営業終了前にお客さまが預金を行った
場合、または口座に記帳された場合と同様、当行はその日を預入日
と見なします。営業日の午後9時以前（太平洋時間）に当行のATMの
いずれかで預金を行った場合、当行はその日をお客さまの預入日と
見なします。ただし、これらの時間以降または営業日以外の日に預金
を行った場合、当行は、その預金は当行が営業する翌営業日にされた
ものと見なします。例えば、土曜日に行われた預入は、月曜日が連邦
祝祭日の場合は月曜日または火曜日に受け取ったと見なされます。
このFunds Availability Policyは、ユニオンバンクのスタッフのいる施
設、ユニオンバンクのATM、夜間金庫、ロックボックス、エクスプレス・
バンキングのキオスクで、またはユニオンバンク宛てに郵送で預け入
れられた小切手に対しても適用されます。
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Funds Availability Policyは、米国外における銀行宛てに振り出され
た小切手、外貨で振り出された小切手、またはモバイル・バンキング
または遠隔預金サービスで預け入れられた小切手には適用されませ
ん。Federal Reserve Regulation（連邦準備金制度規則）CCで述べ
られた資金の利用可能性に関する規則は、、モバイル小切手預入で
預け入れられた小切手には適用されませんが、当行は、モバイル小切
手預入または遠隔預金サービスからの資金が利用可能となるのを遅
らせることがあります。（下記のモバイル小切手預入のセクションを
ご覧ください。）

より長い遅延が適用される場合 - 当行は、一部の場合において、小
切手によって預け入れられた資金の全額を、預入日の翌営業日に利
用可能にしないことがあります。お客さまが預け入れた小切手の種
類によっては、預入日の翌々営業日まで資金が利用可能とならない
ことがあります。ただし、預金のうち最初の225ドルは、預入日の翌営
業日に利用可能となります。

預金の全額を預入日の翌営業日に利用可能としない場合、当行はお
客さまが預入を行った時点でお知らせします。また、その資金の利用
可能予定日もお知らせします。預金が当行行員を通して直接行われ
ていない場合（例えばATMやロックボックスなど）、または、お客さま
が当行店舗を出た後に同措置を講じることを決定した場合、当行は、
預金を受け付けた日の翌営業日までに通知を郵送します。

預金からの資金が直ちに必要な場合は、その資金の利用可能予定日
についてお問い合わせください。さらに、小切手によって預け入れら
れた資金の一部または全額は、以下の状況下では、利用可能となる
までの遅延期間が長くなることがあります：

•   預け入れられた小切手が支払われないと当行が考える場合

•   任意の1日に合計が5,525ドルを超える小切手を預け入れられた場
合

•   過去に未払いで返却された小切手を再び預け入れられた場合

•   過去6ヵ月間に繰り返し、お客さまの口座の貸越がなされた場合

•   コンピュータまたは通信機器の不具合といった緊急事態により、当
行が Funds Availability Policyに定める期間にお客さまの資金を
利用可能にできない場合

これら何らかの理由でお客さまによる資金の引き出しを遅らせる場
合には、当行はその旨を通知し、またその資金の利用可能予定日を
お知らせします。通常、預入の営業日から7営業日以内に利用可能と
なります。

新規口座についての特別規定 - お客さまが新規顧客の場合、お客さ
まの口座開設から 30日間については、以下の特別な規定が適用さ
れます。

電子ダイレクト・デポジットによりお客さまの口座に入金された資 
金は、当行が預金を受け付けた日に利用可能となります。現金預金
および電信送金からの資金、ならびに銀行小切手、支払保証小切手、
テラーズチェック、トラベラーズチェック、および連邦政府、州政府や
地方自治体の小切手のその日の合計預金の最初の5,525ドルは、そ
の預金が一定の条件を満たす場合に、預入日の翌営業日に利用可能
となります。
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例えば、小切手の支払先がお客さまでなければなりません。5,525ドル
を超える分については、預入日から 7営業日目に利用可能となります。
上記の小切手（米国財務省小切手を除く）の預入が、本人により当行
行員に直接行われなかった場合、最初の5,525ドルは、預入日から2
営業日目まで利用可能となりません。その他のすべての小切手による
預金からの資金は、預入日から7営業日目に利用可能となります。

政府の小切手、銀行小切手、その他の特殊な種類の小切手

当行の規定では、お客さまが受取人の米国財務省小切手、米国郵政
公社のマネー・オーダー及び小切手、MUFG Union Bank, N.A.（ユニ
オンバンク）で引き出された小切手からの資金は、預入日から１営業
日目に利用可能になります。

1日の銀行小切手、支払保証小切手、テラーズチェック、トラベラーズ
チェック、および連邦政府、州政府や地方自治体の小切手のその日
の合計預金の最初の5,525ドルは、その預金が一定の条件を満たす
場合に、預入日の翌営業日に利用可能となります。例えば、小切手は
お客さまが受取人であり、当行行員に直接預入が行われる必要があ
ります。上記の小切手（米国財務省小切手または米国郵政公社のマ
ネー・オーダーを除く）の預入が、本人により当行行員に対面で行わ
れなかった場合（例えば、当行に郵送された場合）、最初の5,525ド
ルは、預入日から2営業日目まで利用可能となりません。

5,525ドルを超える資金は、預入の営業日から7営業日以内に利用可
能となります。

モバイル小切手預入
通常、モバイル小切手預入を活用した預入相当資金は、預金を受け
付けた営業日の翌営業日に引き出せます。お客さまの預金は、営業
日の午後9時（太平洋時間）以前に預け入れられれば、当行が「受け
付けた」ものとみなされます。締切後、または営業日以外の日に行わ
れたモバイル小切手預入は、翌営業日に「受け付けた」とみなされま
す。例えば、土曜日に行われた預入は、（月曜日が連邦祝祭日でない
場合）月曜日に受け付けたとみなされ、通常、お客さまの資金は火曜
日に引き出し可能となります。ただし、場合によっては、資金が利用
可能となるのを預入を受け付けた営業日から7営業日後まで遅らせ
ることがあります。預金が利用可能となるのが遅れる場合は、お客
さまにその旨を（例えば、電子メールまたはテキストメールで）通知い
たします。

お客さまは、不正行為または同一小切手の重複提示の可能性による
影響を最小限に抑えるために、モバイル小切手預入を通じて提出さ
れた各原本小切手に以下の制限付き裏書きの方法で裏書きをする
か、または(利用可能な場合)署名とあわせて小切手裏面の印刷され
たチェック欄にチェックするかのいずれかを行うことに同意するもの
とします。

「モバイル預入はユニオンバンクに限る」-

お客さまが預入のために提出された各原本小切手にこの制限付き裏
書きの追加を怠った場合、または（利用可能な場合）小切手裏面の印
刷されたチェック欄へのチェックを怠った場合、当行は預入を拒否す
ることがあります。さらに、当行は、不正行為またはかかる重複の提
示によるお客さまの口座の無効または引落しに対してお客さまが負
担した損失および/または費用に対して責任を負いません。
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詳細については、Mobile and Online Banking Service Agreement 
for Personal and Small Business Accountsをご覧ください。

利息
利率 -

利率の決定方法：当行の口座に対して支払われる利率は、市場状
況およびその他の事業上の要因に基づき、当行の経営陣によって
決定されます。定期預金口座（通常これは満期まで同一の利率とな
る）を除き、預金に対する利率および年利は、当行の裁量により、
お客さまへの予告なしに、頻繁であれば毎日でも変動することが
あります。

階層利率付き口座について：階層利率付き口座については、口座
の利率は各利率階層に対するその残高の範囲によって決定されま
す。残高全体が、各日の終わりにおける取立て済み残高に基づく利
率階層の対象となります。当行は、各利率階層内で残高の範囲を変
更し、複数の残高範囲に同一の利率階層を適用する権利を留保し
ます。その他の情報については、Interest Rate Sheetをご覧くださ
い。現行の利率については、当行の支店にお電話またはお越しい
ただくか、または当行ウェブサイト、www.unionbank.com をご覧
ください。

利息の計算 -

利息の計算方法：お客さまの口座に対する利息の計算には、日々
の残高を使用します。この方法は、毎日の口座内の取立て済み残
高に日単位の単利を適用するものです。特に明記されていない限
り、利息は発生主義/365日期間（うるう年は 366日期間）で計算さ
れます。

利息の開始日：現金預金、電子支払い、およびユニオンバンクに振
り出される小切手に対する利息は、預金受入営業日から発生し始
めます。その他すべての品目に対する利息は、預入資金に対して当
行が入金を受けた営業日から発生し始めます。

利息の複利計算方法：セービングス口座については毎日、利息付き
のチェッキング口座およびマネーマーケット口座については毎月、
複利の組み入れ（元金と経過利子の両方に対する支払い）がなさ
れます。

利息が発生しない場合：口座内の取立て済み残高に、有効な日単位
の単利で 1日当たり 1セントの 1⁄10以上の利息の発生に十分な金
額がない限り、利息は発生しません。

利息の支払い - 

利息の支払方法：利息は、利息付きのチェッキング口座およびマネ
ーマーケット口座では毎月、その周期の最終日に入金されます。利
息は、セービングス口座では四半期ごとに、各暦四半期の最終営業
日に支払われます。月の中途で口座が解約された場合、経過利子
は、解約日（当日を含まない）までの分が支払われます。口座が利
息の付かない口座に変更された場合、未払いの経過利息は喪失し
ます。特別な明細書（例えば、週次、日次、または融通性のある）付
きの口座については、利息はその月の最終営業日に支払われます。
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利息支払いに影響を与えるもの：お客さまの口座の種類が変更さ
れた場合、利息の支払いが影響を受けることがあります。上記の利
息の支払方法をご覧ください。（また、本口座規定の口座の種類の
変更セクションをご覧ください）。

定期預金口座（CD）については、当行のTime Deposit Accounts 
Disclosure および受領書の利息セクションをご覧ください。

引き出し
口座署名権者 - 

署名権者の識別方法：お客さまの署名カードまたは電子口座の開
設記録により、引き出し、小切手の振出、送金、支払停止やその他
のサポートサービス（例えば、電子資金振込サービスや電信送金）
の利用、およびその他の方法による当行へのお客さまの口座に関
する指示等を行う権限が授与された者を特定します。口座保有者
または署名権者は、本口座規定の条件のもとで、他の口座保有者
または署名権者の署名や許可なく、資金の一部または全部を引き
出すことができます。前述の事項は、未成年の口座保有者が引き出
しを行った場合でも該当します。

複数の署名を指定する場合：お客さまの署名カードには、小切手に
おいて、または資金の引き出しもしくは送金において、複数の署名
が必要であるとの記載がある場合がありますが、その記載は、基本
的にお客さまご自身の便宜上記載されています。その記載は、当行
を拘束しません。当行は、複数署名の要件の強制、または2名以上
の署名権者による取引の承認の確認について、当行がこの要件を
通知していても、これを行う義務や責任を負わないものとします。
当行がそれに反する別途の書面による合意を締結しない限り、当
行は、いずれか1名の署名権者の指示を実行できるものとします。
当行は、お客さまの署名カードに記載された複数署名の要件を 
（例えば、指定の署名権者数を満たない場合の取引の許可を拒否
することにより）強制することもありますが、当行は、当行独自の裁
量で、お客さまへの事前の通知なしに、それを中止することがあり
ます。複数署名の要件を1回または複数回強制する当行の決定によ
り、当行がその後、この実務を継続する義務を負うことは決してな
いことを、お客さまは理解し、それに同意するものとします。

当行が複数署名の要件の強制を書面にて合意する場合：署名欄
に、2名の署名（該当する場合にはそれを超える人数）が必要とさ
れる旨が明記されている小切手を使用することに同意するものと
します。

署名権者についてのお客さまの責任：本人-代理人の関係が、小切
手や指示に記載されていない場合でも、権限のある代理人（例え
ば、委任状に基づき行動する人物）による署名が有効であることに
同意するものとします。

署名権者についての当行の責任：当行は、署名または裏書きが、当
行に提出した承認された署名と合致しなくても、お客さまが署名ま
たは裏書きをした小切手を支払う場合があります。当行は、小切手
の支払先が署名権者自身である場合、換金目的である場合、または
その署名権者の個人口座への入金目的であった場合でも、署名権
者によりお客さまの口座に対して振り出された小切手を受け入れる
ことができます。当行は、資金の引き出しまたはその用途について
は調査または質問をする義務は負いませんので、ご注意ください。
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小切手の要件 - お客さまの口座に対して書かれたすべての小切手
は、米国ドル建てで振り出されたものでなければなりません。当行
は、当行独自の裁量で、必要とされる数の署名がない小切手、または
当行に提出された署名見本と（当行の見解として）十分に比較でき
ない署名のある小切手に対する支払いを拒否することがあります。
他に提示されていない限り、お客さまの小切手が、土曜日、日曜日、
連邦祝祭日、または当行の営業日の営業終了後に支払いや受領を求
めて提示された場合、当行は翌営業日に受領したものとして処理する
ことがあります。

現金の制約 - 支店またはエクスプレス・バンキングのキオスクでの
現金の引き出しまたは支払いは、支店やエクスプレス・バンキングの
キオスクでの手持現金額が限られるため、制限される場合がありま
す。50,000ドルを超える現金の引き出しは、原則として支店では対
応いたしかねます。当行に高額の引き出しや支払いをするための十
分な現金の手持ちがない場合には、当行は、後日の現金支払いの手
配をしたり、銀行小切手での支払いをご提案することがあります。当
行は、当行構内への多額の金銭の持ち込みや、構内からの持ち出し
を選択したお客さまに対して個人の保護を提供する責任を負いませ
ん。また、その他の情報については、本口座規定の電子資金振込セク
ション内のエクスプレス・バンキングサブセクションにあるキオスク引
出限度額およびエクスプレス・バンキングのキオスクでの現金払戻限
度額をご参照ください。

当行のお客さまでない方に対する小切手の換金 - 当行は通常、お客
さまのユニオンバンク口座に対してお客さまが書かれた小切手の受
取人に、当行のフルサービス支店（エクスプレス・バンキングのキオス
クを含む）の多くにおいて、その小切手を提示し、支払いを受けるこ
とを許可しています。これには、限定サービスの施設、消費者と事業
主の両方を対象に営業していない支店、また特段の方法により掲示
された場所は含まれません。また、これは、「支払場所指定」小切手
など、特定の場所での特別な処理または提示を必要とする品目には
適用されません。詳しくは最寄りの支店にお問い合わせください。

当行のお客さまでない方との取引に必要なもの：ユニオンバンク
のお客さまでない方が当行の支店またはエクスプレス・バンキング
のキオスクで小切手を換金する際、セキュリティ上の理由から、署
名または他の金融機関からの裏書保証のほか、有効な写真付きID
の提示を求めることがあります。
当行は、当行の支店で小切手を換金されるユニオンバンクのお客
さまでない方に、手数料を請求する場合があります。その手数料
は、お客さまの小切手を換金する人に請求され、お客さまの小切
手の額面から差し引かれます。　

定期預金口座についての取引制限 - 定期預金口座は、満期前解約
をすると違約金の対象となることがあります（当行の Time Deposit 
Accounts Disclosureを参照してください）。

禁止されている取引 - お客さまは、お客さまの口座または何らかの
口座に関連したサービスを適用法に違反するいかなる活動にも使用
してはなりません。

小切手に関する矛盾した情報 - お客さまが書かれた小切手におい
て、数字での金額と文字表記または浮き出しにした金額との間に、矛
盾した情報（不一致）がある場合、当行は、その小切手の支払いにい
ずれかの金額を使用するか、または、一切の責任を負うことなくその
小切手を不渡りにすることがあります。
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引き出し・送金の事前通知 - 当行は、お客さまのセービングス口座ま
たはマネーマーケット預金口座からの資金引き出しについて、7日前
までの書面による事前通知を要求する権利を留保します。

取引の電子記帳（提示）-

お客さまの口座に請求する場合：当行は、小切手またはその他の
品目が、その支払いについて直接または電子的に当行に提示また
は再提示された日に、お客さまの口座に請求することがあります。
ただし、お客さまの口座に預け入れられた小切手もしくはその他
の品目が返却中であるという通知を当行が受けた場合、または、
小切手もしくは電子支払いが、（例えば、販売時点で）取立てのた
め処理中であるという通知を当行が受けた場合、当行はその通知
を受けた時点で、お客さまの口座に請求するか、または資金を保
留にすることがあります。上述のFunds Availability Policyを参照
してください。

資金を保留にする場合：一部の加盟店は、最終取引額よりも高い
金額での店頭での取引について事前に承認を得ていることがあ
ります。この場合、当行が承認した取引額を補うだけの十分な資金 
（その金額が実際の取引額よりも大きい場合でも）を保留にする
ことがあることに同意するものとします。この保留は、その取引が
システムによって最終的な処理に至るまで継続されます。これは、
その他の取引を補うための利用可能残高に影響し得ることに留意
してください。その他の情報については、 ATMおよびデビットカー
ド取引の利用可能残高への影響をご覧ください。

利用可能残高の決定および利用
お客さまの預金口座にある利用可能残高は、支払の提示または再提
示を受けた借方の支払いに当行が利用できる金額です。

当行のFunds Availability Policyにしたがった利用可能性の遅延のた
め、または法律もしくは本口座規定に基づき認められた保留のため、
お客さまの預金口座にある一部または全部の資金が、即時の引き出
しまたは利用をすることができない場合があります。

具体的には、当行は利用可能残高を以下のように計算します。

毎営業日、前営業日の預金口座の終了残高から開始します。この終
了残高には、お客さまの預金口座に対する借方または貸方の提示 
のあったすべての取引の夜間処理の結果が反映されています。 
この終了残高はまた、「元帳残高」とも呼ばれます。

この元帳残高に対して、

•   すべての被仕向の貸方を加算します。

•   当行による保留のために（当行のFunds Availability Policyによる
保留を含む）即時に引き出しや利用ができない金額を減額しま
す。

•   異議申立て、紛争、差し押さえ、もしくはその他の法的手続きに関
連して保留となっている資金、または担保契約を理由に保留となっ
ている資金を減額します。

•   提示もしくは返却の通知に特定された取引に関連して保留となって
いる資金を減額します。
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•   当行が認識している未決済の借方を減額します（デビットカードで
の購入、ATMでの引き出し、またはその他事前承認された引き出し
および適用される手数料など）。

日中に提示された借方または貸方取引は、当行が各営業日の夜間バ
ッチ処理でそれらを「記帳」するまで「未決済」とされます。営業日
以外に提示された取引は、当行が翌営業日にそれらを記帳するまで
未決済となります。

注意事項：お客さまの利用可能残高には、以下の事項は反映されま
せん。

•   適用される締切時間後に行われた未処理のATMでの預金に対す
る貸方。

•   適用される締切時間後に受理した借方（お客さまが振り出した未
処理の小切手、および事前承認された一度のまたは定期的な自動
引落など）。

ATMおよびデビットカード取引の利用可能残高への影響 - 

取引承認 - 当行がATMまたはデビットカード取引を承認する場合、 
利用可能残高の金額から当行が承認（以下「取引承認」）した金額分
を、当行が加盟店から最終的な支払いの依頼を受け取る、または取
引承認の期限が切れるまで、減額します。その加盟店に対して承認が
与えられた時点で、当行は、加盟店からの最終支払いの依頼に応じ
て支払いをする義務を負います。

最終支払い - 加盟店は通常、当行が承認依頼を受けてから2営業日
以内に最終支払いの依頼をしますが、30営業日まで依頼をすること
ができます。当行が加盟店から最終支払いの依頼を受けた際、当行
は、夜間バッチ処理中にお客さまの預金口座に借方取引を記帳しま
す。これは、当行が加盟店に取引承認を出す時間と加盟店が当行か
らの最終支払いを依頼する時間との間に遅延があることを意味しま
す。そのため、取引承認とデビットカード取引の最終支払いは、同時
には発生しません。

取引承認の期間 - 本口座規定の目的上、「取引承認の期間」とは、 
当行が加盟店に取引承認を出してから、当行が加盟店の最終支払い
の依頼に対して支払いをするまで、または取引承認の期限が切れる
までの期間を意味します。

取引承認の期限切れ - 加盟店が最終支払い依頼をするのに7営業日
より長くかかる場合、ほとんどの場合、その取引承認は8営業日目に
期限が切れ、利用可能残高からその取引承認金額が引かれることは
ありません。加盟店が取引承認の期限切れの後に最終支払いに対
する依頼を提出する場合、貸越手数料が適用されることがあります。
「ATMおよびデビットカード取引に対する取引承認で貸越手数料が
発生する場合」をご参照ください。
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また、最終支払金額として当行に提示された金額が取引承認金額
を下回る、または上回る可能性があります。例えば、デビットカード
取引に対する取引承認金額が、お客さまがチップを加算する前の金
額であった場合、またはガソリンスタンド、ホテル、レンタカー会社の
ような加盟店が購入の取引承認金額を概算で見積もりしていた場合
です。

ATMおよびデビットカード取引に対する取引承認で貸越手
数料が発生する場合
ATM取引、デビットカード取引、および取引承認期間にお客さまの預
金口座に記帳される場合があるその他借方取引（例：小切手、ACH
など）において、お客さまは預金口座に十分な利用可能残高を持つ
責任があります。これらその他の借方に十分な利用可能残高がない
場合、1回または複数回の貸越手数料の対象となることがあります。

ATMおよびデビットカード取引もまた貸越手数料の対象となること
があります。例えば以下のような場合です：

•   最終支払金額が、取引承認金額を上回り、お客さまの預金口座に
最終支払金額に対する十分な利用可能残高がない場合（例えば、
加盟店が当行からの承認を受けたあと、お客さまが請求額にチッ
プを加算したなど）。

•   当行が加盟店から承認の依頼を受け取らず、お客さまの預金口座
に最終支払いに十分な利用可能残高がない場合。

•   取引承認の期限切れ後に加盟店から最終支払いについて取引が提
示され、お客さまの預金口座に十分な利用可能残高がない場合。

•   お客さまがデビットカード・オーバードラフト・カバレージに登録し
ており、取引が承認された時点で預金口座に十分な利用可能残高
がなかった場合。

より詳細な情報は以下の「貸越」をご参照ください。

取引記帳の順序
当行は各営業日、夜間バッチ処理中にお客さまの預金口座に借方お
よび貸方取引を以下の順序で記帳します。

初めに、適用される締切時間前に受理する貸方取引をすべて記帳し
ます。

次に、借方調整、ユニオンバンクの手数料、および事前承認した支払
義務のある借方処理（ATMでの引き出し、ATMおよびデビットカード
取引、法的命令および支払拒否など）を記帳します。一部の手数料
は対象取引と、別々ではなく、ともに記帳されます。お客さまの預金
口座残高に関連する手数料は、バッチ処理の最後に記帳されます。
同種の取引を別々のグループに分類し、各グループの取引を金額別に
少ない順（少ない方から多い方へ）に記帳します。

最後に、残りの借方取引を金額別に多い順（多い方から少ない方へ）
に記帳します。これら取引には、小切手、ビル・ペイ、お客さまの預金
口座から他の預金口座またはユニオンバンクのローン口座への一度
および定期的な振替、電子引き落とし（ACHなど）、ならびに記帳さ
れていない残りの手数料（月次サービス手数料やお客さまの期末元
帳残高に基づくその他手数料など）が含まれます。
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注意事項：所定の営業日に処理される借方を補うだけの十分な利用
可能資金がお客さまの預金口座内にないときには、この取引記帳順
序が、課される貸越手数料の額に影響を及ぼすことがあります。

貸越
貸越発生の仕組み

利用可能残高不足の時に借方が提示あるいは再提示されると、当行
はお客さまの口座に設定されている関連オーバードラフト・プロテク
ション・サービスの利用を検討します。当該借方取引の支払いに十分
な利用可能残高が関連オーバードラフト・プロテクション・サービス
にない場合、お客さまの預金口座は貸越になります。

お客さまは、オンラインおよびモバイル・バンキングを通じて、また
は当行に連絡することで、口座の動きを確認できます。また、当行で
はお客さまが電子メールやテキストでのアラート、および/またはプッ
シュ通知を通じて口座残高情報を入手できる、オンラインおよびモ
バイル・バンキングを通じたアラートに登録できるサービスを提供し
ています。

借方/品目の再提示

お客さまの借方/品目が利用可能資金の不足に対する支払いに提示
をされ、受取人に未払いで返却された場合、受取人は支払いの借方/
品目を再提示することがあります。かかる借方/品目は、お客さまから
追って指示が出されなければ処理されます。

貸越が発生した場合の当行の対応

貸越が発生した場合、当行はその裁量で借方を支払うか、借方を支
払わず返却することができます。当行が借方を支払わず返却した場
合、借方の額は翌営業日にお客さまの口座に入金されます。

貸越手数料の請求時期

貸越手数料（支払済み貸越品目または不渡貸越品目手数料）- 当
行が借方を支払うか返却するかに関わらず、期末利用残高不足に
対して借方が提示または再提示される場合（毎日の最高限度まで）
、当行は貸越手数料を請求する場合があります。当行は、お客さま
の期末利用可能残高が、夜間処理終了時に5ドル以上の貸越である
とき、当行が借方を支払うか返却するたびに、この手数料を課すこ
とがあります。貸越手数料を請求するために、当行は、お客さまの
元帳残高から当行が認識しているデビットカードでの購入など未処
理の借方取引を減額した「期末」利用可能残高を考慮します。

継続貸越手数料 - お客さまの預金口座が貸越となり、お客さまの
口座が貸越状態になってから継続して7暦日目までに貸越金額を
すべて補うことができる十分な資金をお客さまが入金しない場合、
当行は、継続貸越手数料を請求します。この場合、第1日目を貸越
の発生日とします。当行は、この手数料をその口座が貸越の状態
にある各営業日について、暦日で7日目から最高5営業日にわたり請
求します。

貸越手数料に関する詳細については、Personal Accounts Fee 
Scheduleをご覧ください。
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貸越額を補うお客さまの義務
預金口座が貸越の場合、お客さまは当行からの通知または要求なし
に、貸越額を直ちに支払うことに同意するものとします。また、お客
さまは、各口座保有者が、口座保有者がその取引に参加したか、また
はその収益から利益を受けるかどうかにかかわらず、口座の署名権
者または当事者によって発生した貸越の支払いについて、連帯責任
を負うことに同意するものとします。

お客さまは、利用可能残高不足により結果として貸越に転じうる預
金口座に提示された一または複数の借方を支払うとの当行の判断
が、その後もこうした実務を継続する義務を当行にもたらすもので
はないことを、理解し、それに同意するものとします。また、お客さま
は、当行が理由なく、またはお客さまに通知することなく、いつでも
この実務を打ち切ることができることを理解し、それに同意するもの
とします。

さらに、当行が、法律で認められる最大の範囲で、その後の口座への
預金およびその他入金（政府、福祉、退職、社会保障による給付金な
ど州や連邦政府による給付金支払額の預金が含まれるがそれらに限
定されない）を、お客さまの預金口座内に存在する貸越額を補うた
めに使用することがあることに同意するものとします。

貸越サービス
当行は、2種類の貸越サービスを提供しています。1つはオーバードラ
フト・プロテクション・サービスで、もう1つはオーバードラフト・カバレ
ージ・サービスです。

オーバードラフト・プロテクション・サービス

オーバードラフト・プロテクション・サービスは、お客さまが当行に
保有する別の適格預金口座において維持する利用可能残高、また
は適格な与信枠またはユニオンバンクのクレジットカード口座（共
に与信承認を条件とする）からの利用可能な与信枠のいずれかを
必要とします。オーバードラフト・プロテクション・サービスの費用
は、貸越手数料を支払うよりは、低額となることがあります。

注意事項：オーバードラフト・プロテクション・サービスは、本口座
規定にしたがってお客さまの資金を当行が保留すること（例えば、
当行の Funds Availability Policyにしたがって、または異議申立て、
紛争、差し押さえ、もしくはその他の法的手続きに関連して当行が
行う保留など）により口座に借方の支払いに十分な利用可能残高
がない場合には使用されません。例えば、お客さまのチェッキング
口座の利用可能残高が、当行の保留により、支払いの提示または
再提示をされた借方を支払うには不十分である場合、当行は別の
預金口座（お客さまのセービングス口座等）の利用可能資金、また
は、与信枠からの利用可能な与信枠、またはユニオンバンクのクレ
ジットカード口座を利用して借方を支払うことはありません。

デポジット・オーバードラフト・プロテクション

デポジット・オーバードラフト・プロテクション - このサービスで
は、お客さまが、利用可能資金の不足に対する支払い承認が下りた
か、承認予定となったか、または再提示された借方を補うために、
お客さまの当プログラムの対象となるチェッキング口座、マネーマ
ーケット口座、またはセービングス口座（「デポジット・オーバード
ラフト・プロテクション口座」）から、お客さまのチェッキング口座
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に当行が自動振替（チェッキング口座、マネーマーケット口座、およ
びセービングス口座間での振替を含む）を行うことを承認します。
このサービスでは、お客さまはデポジット・オーバードラフト・プロ
テクション口座として適格預金口座を1つだけ指定することができ
ます。

デポジット・オーバードラフト・プロテクションの仕組み - お客さま
の預金口座における利用可能残高不足に対して、1営業日につき1件
以上の借方が提示または再提示されるたび、各借方に、当行が課
すデポジット・オーバードラフト・プロテクション振替手数料（以下「
振替手数料」）を加えた額を補うのに必要な同額を、当行はお客さ
まのデポジット・オーバードラフト・プロテクション口座から振り替
え、それをお客さまのチェッキング口座に入金します。しかしなが
ら、お客さまのデポジット・オーバードラフト・プロテクション口座
の利用可能残高が、お客さまのチェッキング口座における利用可
能残高不足に対して提示または再提示された少なくとも1回分の借
方全額と振替手数料を補うのに十分である場合にのみ、デポジッ
ト・オーバードラフト・プロテクション口座から振替を行います。ま
た、お客さまのデポジット・オーバードラフト・プロテクション口座
の利用可能残高は、最低1ドルまで減少する場合があります。ただ
し、お客さまが、デポジット・オーバードラフト・プロテクションに関
連する利用可能残高としてデポジット・オーバードラフト・プロテク
ション口座に維持しなければならない最低金額を別途設定する場
合を除きます。

お客さまのチェッキング口座に借方を記帳する際、当行は振替手
数料を差し引きます。当行は、営業日につき1回のみ振替手数料を
請求します。詳細については、Personal Accounts Fee Scheduleを
ご覧ください。

当行は自らの裁量で、お客さまのチェッキング口座およびデポジッ
ト・オーバードラフト・プロテクション口座両方の利用可能残高合
計額によって補うことができない借方について、支払うか返却しま
す。いずれの場合も貸越手数料が発生し、お客さまのチェッキング
口座の貸越が継続する場合があります（適用される手数料一覧を
ご覧ください）。

お客さまのチェッキング口座で貸越が続き、デポジット・オーバード
ラフト・プロテクション口座が貸越額の一部または全部を補うのに
十分な利用可能残高を後日有することとなった場合、当行は貸越
額を補うまたは減らすために、お客さまのデポジット・オーバードラ
フト・プロテクション口座から資金を振り替えます。この場合、当行
は振替手数料を請求しません。

デポジット・オーバードラフト・プロテクションを利用できない預金
口座‐デポジット・オーバードラフト・プロテクションは、キッズ・セー
ビングス口座、成人との共同保有ではないティーン・セービングス
口座、ユニオンバンク・アクセス口座、ユニオンバンク・インベスト
メント・サービシーズのポートフォリオ・コネクション2 口座で利用可
能な現金管理および小切手機能ではご利用できません。
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複数の貸越サービスを利用される場合 - 複数の貸越サービスを利
用される時の振替またはアドバンスの処理方法に関する詳しい情報
は、以下の「複数の貸越サービスの処理順序」をご覧ください。

キャッシュ・リザーブ口座

ユニオンバンクではキャッシュ・リザーブ口座の新規提供はありませ
ん。キャッシュ・リザーブ口座に関するお問い合わせや情報は、既存
のキャッシュ・リザーブ口座を持つお客さまのみが対象となります。

キャッシュ・リザーブ口座 - 本サービスは、開設済みのキャッシュ・リ
ザーブ口座を持つ現在の口座保有者のみが利用可能で、リボルビン
グの与信枠を含みます。具体的には、お客さまが既存のキャッシュ・
リザーブ口座を保有している場合、当行は、チェッキング口座におけ
る利用可能残高不足に対して支払承認か支払の提示または再提示
を受けた借方を補うためにキャッシュ・リザーブ口座から自動アドバ
ンス（チェッキング口座、マネーマーケット口座およびセービングス
口座間の振替を含む）を行います。キャッシュ・リザーブ口座に関連
して行われるアドバンスは、お客さまのキャッシュ・リザーブ口座の
利用可能限度額の範囲内であることを条件とすることを理解し、そ
れに同意するものとします。また、キャッシュ・リザーブ口座からの
すべてのアドバンスは、当行のCash Reserve Account Agreement 
and Disclosure（キャッシュ・リザーブ口座についての約款および開
示)の条件に従うことを理解し、それに同意するものとします（Cash 
Reserve Account Agreement and Disclosureに含まれる条件を含
みますが、それに限定されません）。

キャッシュ・リザーブ口座の仕組み - お客さまのチェッキング口座に
おける利用可能残高不足に対して、1営業日につき1件以上の借方が
提示されるたび、端数を切り上げて1ドル単位とし、当行はお客さま
のキャッシュ・リザーブ口座から各借方の金額合計を立て替えます。
当行がCash Reserve Account Agreement and Disclosureにしたが
ってお客さまのキャッシュ・リザーブ口座から自動アドバンスを行う
際、当行はキャッシュ・リザーブ・アドバンス手数料をキャッシュ・リザ
ーブ口座に請求します。これはお客さまのキャッシュ・リザーブ口座
明細書に「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。当行は各営業日に1回のみアドバンスを実行します。

しかしながら、キャッシュ・リザーブ口座の与信枠が、お客さまのチェ
ッキング口座における利用可能残高不足に対して提示または再提示
される少なくとも1回分の借方全額とキャッシュ・リザーブ・アドバン
ス手数料を補うのに十分な場合にのみ、当行はお客さまのキャッシ
ュ・リザーブ口座から自動アドバンスを行います。キャッシュ・リザー
ブ・アドバンス手数料は、10ドル未満のアドバンスとワシントン州で開
設されたキャッシュ・リザーブ口座には適用されません。

また、お客さまのチェッキング口座の利用可能残高と、キャッシュ・
リザーブ口座の与信枠の合計によって補うことができない借方は、
未払いのままとなる場合があります。当行が借方を支払うか返却す
るとの判断を下すと貸越手数料が発生し、お客さまのチェッキング
口座で貸越が続く場合があります（適用される手数料一覧をご覧く
ださい）。
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お客さまのチェッキング口座で貸越が続き、後日に、何らかの資金が
キャッシュ・リザーブ口座内に利用可能となった場合、当行は貸越額
を補うか、または減らすためにお客さまのキャッシュ・リザーブ口座
から立て替えます。この場合、当行はキャッシュ・リザーブ・アドバンス
手数料を請求しません。

キャッシュ・リザーブ口座を利用できない預金口座 - キャッシュ・リ
ザーブ口座は、当行の預金商品のいずれかを新規に開設したお客さ
まはご利用になれません。既存のキャッシュ・リザーブ口座を保有す
るお客さまは、2020年8月時点でキャッシュ・リザーブ口座に連結さ
れた預金口座に限定されます。

複数の貸越サービスを利用される場合 - キャッシュ・リザーブ口座に
登録している場合、お客さまのチェッキング口座ではオーバードラフ
ト・カバレージ・サービスをご利用いただけません。

デポジット・オーバードラフト・プロテクションに登録した口座が、同
じチェッキング口座を対象とするキャッシュ・リザーブ口座を保有す
る場合 - あるチェッキング口座がデポジット・オーバードラフト・プロ
テクションとキャッシュ・リザーブ口座の両方に登録されており、借方
全額を補うのに十分な利用可能残高がデポジット・オーバードラフト・
プロテクションにない場合、デポジット・オーバードラフト・プロテク
ション口座からの利用可能残高がまず利用され、次に借方を補うの
に必要な残額がキャッシュ・リザーブ口座から立て替えられます。 
この場合、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
がチェッキング口座に課せられ、キャッシュ・リザーブ・アドバンス手
数料がお客さまのキャッシュ・リザーブ口座に課せられます。

複数の貸越サービスを利用される時の振替またはアドバンスの処理
方法に関する詳しい情報は、以下の「複数の貸越サービスの処理順
序」をご覧ください。

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

ユニオンバンクのクレジットカードと関連付けられたオーバードラフ
ト・プロテクション - このサービスにはユニオンバンクのクレジット
カードが必要です。お客さまはユニオンバンクのクレジットカードを
申請する必要がありますが、これには与信の承認が条件となります。
ユニオンバンクの消費者向けクレジットカードのみ、ユニオンバンク
のクレジットカードと関連付けられたオーバードラフト・プロテクショ
ンの登録ができます。具体的には、ユニオンバンクの消費者向けク
レジットカードの承認を受け、当サービスの利用登録をした場合、お
客さまのチェッキング口座における利用可能残高不足に対する支払

2 ポートフォリオ・コネクション口座を含む証券・投資アドバイザリーサービス
は、SEC登録証券業者/投資アドバイザー（FINRA/SIPCメンバー）であるユ
ニオンバンク・インベストメント・サービシーズ（UBIS）を通して提供されま
す。UBISはユニオンバンクの子会社です。また、 
•  投資商品は、銀行預金ではなく、ユニオンバンクまたはユニオンバンク

の関連会社に対してその他の義務を課すものではなく、また、ユニオン
バンクまたはユニオンバンクの関連会社によって保証されるものではあ
りません。

•  また、FDIC(米連邦預金保険公社)その他の連邦政府機関による保険の
対象となるものではありません。

•  さらに、これらの投資商品には元本毀損の可能性を含む投資リスクがあ
ります。
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のために提示または再提示された借方を補うために、当行がお客さ
まのユニオンバンクのクレジットカードにより立て替える（チェッキン
グ口座、マネーマーケット口座およびセービングス口座間の振替を含
む）こと（お客さまの利用可能な与信枠が条件となります）をお客さ
まは承認することになります。

お客さまは、ユニオンバンクのクレジットカードによるすべてのア
ドバンスは、お客さまの利用可能な与信枠が条件となり、また当
行のCardmember 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）（通常Cardmember Agreementと呼ばれる）および
Summary of Credit Terms (与信条件の要約)の諸条件に服すること
を理解し、それに同意するものとします。

注意事項：オーバードラフト・プロテクション・サービスの有効化に
は、当サービスへの最初の登録要請から最大5営業日を要します。

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・プロテクションの仕組み - お客さまのチェッキング口座における
利用可能残高不足に対する支払いのために1営業日につき1件以上の
借方が提示または再提示されるたび、当該借方を補うために、当行
はお客さまのユニオンバンクのクレジットカードにより資金を立て替
えます。ユニオンバンクのクレジットカードによるアドバンスは、50
ドルの倍数で行われます。具体的に言うと、お客さまのチェッキング
口座に必要な金額が50ドル未満であっても、お客さまのチェッキン
グ口座における利用可能残高不足に対して提示または再提示された
借方を補うためには、ユニオンバンクのクレジットカードによる最低
50ドルのアドバンスが発生します。さらに、お客さまのチェッキング
口座に必要な金額が50ドルを超える場合、チェッキング口座に必要
な金額と同額以上で最も近い50ドルの倍数額を立て替えます。例え
ば、お客さまのチェッキング口座が提示または再提示された借方を
補うのに125ドル不足する場合、当行がお客さまのユニオンバンクの
クレジットカードによりチェッキング口座に150ドルのアドバンスを自
動的に行うことにつき、理解し、同意するものとします。当行は、アド
バンスを各営業日に1回のみ実行します。

しかしながら、ユニオンバンクのクレジットカードのオーバードラフ
ト・アドバンス手数料、および当該営業日にお客さまのチェッキング
口座に必要な金額（その額以上で最も近い50ドルの倍数額まで）す
べて、または当該営業日に利用可能残高不足に対して提示または再
提示された少なくとも1件の借方全額を支払う金額のいずれかを補う
のにユニオンバンクのクレジットカードで利用できる十分な与信額を
お客さまが保有する場合にのみ、当行はユニオンバンクのクレジット
カードにより立て替えます。これは、お客さまが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・プロテクションの
利用登録をした結果、ユニオンバンクのクレジットカードにより当行
が立て替える場合でも、お客さまのチェッキング口座に貸越額が残
る場合があることを意味しています。当行がユニオンバンクのクレジ
ットカードにより立て替えた合計額は、立て替えた営業日のチェッキ
ング口座の明細書に表示されます。
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また、前営業日から残高がマイナスになると、ユニオンバンクのクレ
ジットカードにより立て替えるわけではありません。ただし、当営業
日に（夜間バッチ処理により）別の適格な借方または借方がお客さ
まのチェッキング口座における利用可能残高不足に対する支払のた
めに提示または再提示され、少なくとも1件の追加借方を補うために
ユニオンバンクのクレジットカードにおいて利用できる十分な与信
額（その額以上で最も近い50ドルの倍数額まで）がある場合を除き
ます。

お客さまのチェッキング口座における利用可能残高不足に対して提
示される借方を支払うために、ユニオンバンクのクレジットカードに
より立て替えるたび、当行はユニオンバンクのクレジットカードのオ
ーバードラフト・アドバンス手数料を請求します。これは「オーバード
ラフト・アドバンス手数料」としてクレジットカード明細書に記載され
ます。当行は営業日につき1回のみユニオンバンクのクレジットカード
のオーバードラフト・アドバンス手数料を請求します。

ユニオンバンクのクレジットカードで利用可能な与信額が、チェッキ
ング口座に必要な金額（その額以上で最も近い50ドルの倍数額ま
で）すべてを補うのに十分でない場合、チェッキング口座には貸越手
数料が課せられます。

下記の「ユニオンバンクのクレジットカードと関連付けられたオーバ
ードラフト・プロテクションを利用できない預金口座」で説明されて
いる制限に従って、1つの消費者向けユニオンバンククレジットカー
ド口座と関連付けられる消費者チェッキング口座は1つのみです。ま
た、チェッキング口座とユニオンバンクのクレジットカードに、共通の
口座保有者がいなければなりません。お客さまのチェッキング口座
が何らかの理由で解約済みステータスに変更された場合、当行は、
このチェッキング口座のための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・プロテクションを予告なく終了す
ることがあります。お客さまは、いつでも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・プロテクションを解約
できます。

リアルタイム取引における、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・プロテクションの仕組み - 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
テクションは、リアルタイム認証が必要とされる借方には利用できま
せん。具体的には、リアルタイム認証が必要な取引（ATMでの引き出
し、ATMやデビットカードでの購入、ユニオンバンクの支店での現金
の引き出しなど）について、当行ではユニオンバンクのクレジットカ
ードに資金を立て替えません。リアルタイム認証が要求される取引を
試み、チェッキング口座に十分な利用可能資金がない場合、取引は
拒否されます。

ユニオンバンクのクレジットカードと関連付けられたオーバードラフ
ト・プロテクションを利用できない預金口座 - ユニオンバンクのクレ
ジットカードと関連付けられたオーバードラフト・プロテクションは、
ティーン・アクセス、ユニオンバンク・アクセス口座、およびユニオン
バンク・インベストメント・サービシーズのポートフォリオ・コネクショ
ン3の証券口座で利用可能な現金管理および小切手機能ではご利用
いただけません。
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複数の貸越サービスを利用される場合 - 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・プロテクションに登録し
ている場合、お客さまのチェッキング口座ではオーバードラフト・カ
バレージ・サービスをご利用いただけません。

複数の貸越サービスを利用される時の振替またはアドバンスの処理
方法に関する詳しい情報は、以下の「複数の貸越サービスの処理順
序」をご覧ください。

オーバードラフト・カバレージ・サービス

オーバードラフト・カバレージ・サービスは、便宜を図ってのもので
あり、当行独自の裁量に基づきます。チェッキング口座またはマネー
マーケット口座における利用可能残高不足に対して提示または再提
示された借方を承認するかまたは支払うかは、口座に関連するお客
さまの行動を含め、複数の要因によって判断されます。例えば、当行
は通常、お客さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座の
支払状況良好でない場合、または定期的な預金をしていない場合に
は、当該借方の承認や支払いは行いません。口座開設日から約30暦
日間は、新規口座における利用可能残高不足に対して提示または再
提示された借方を承認または支払わない場合があります。オーバー
ドラフト・カバレージ・サービスへの登録は保証されていません。ま
た、お客さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座の支払
状況が良好でない場合、当行が利用可能残高不足に対して提示また
は再提示された借方を支払わない権利を留保することを理解し、そ
れに同意するものとします。利用可能残高不足に対して提示または
再提示された借方の承認または支払いは、常に当行の裁量で行われ
ます。オーバードラフト・カバレージ・サービスに基づき当行が承認ま
たは支払う金額は、お客さまに事前に通知することなく毎日変わるこ
とがあります。

標準オーバードラフト・カバレージ

標準オーバードラフト・カバレージ - このサービスでは、小切手、ビ
ル・ペイ、ACHデビット、定期的なデビットカード取引（ジムの会費の
支払いなど）およびその他借方が当行に支払や承認のために提示ま
たは再提示された時に、お客さまにこの借方をカバーするのに十分
な利用可能残高がない場合、当行は独自の裁量でこれらを支払うこ
とがあります。標準オーバードラフト・カバレージは、お客さまに取引
をカバーするのに十分な利用可能残高がない時に、当行に承認提示
されたATMや一度のデビットカード取引には適用されません。

標準オーバードラフト・カバレージの仕組み - 一度のATMやデビット
カード取引を除き、借方が当行に支払や承認のために提示または再
提示され、その時にお客さまの利用可能残高が不十分な場合、当行
は、お客さまがオーバードラフト・プロテクション・サービスに登録済
みかどうかを確認します。具体的には、お客さまがオーバードラフト・
プロテクション・サービスに登録していないか、またはオーバードラフ
ト・プロテクション・サービス口座が利用できない場合、当行はお客
さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座における利用可
能残高不足に対して支払や承認のために提示または再提示された借
方を支払うか否かを判断するために、お客さまの標準オーバードラフ
ト・カバレージを検討します。お客さまが標準オーバードラフト・カバ
レージに登録されており、引き続きその利用資格がある場合、当行は
借方支払いを決定する場合があります。これにより、貸越手数料が
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発生し、お客さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座が
貸越になります（適用される手数料一覧をご覧ください）。

口座開設から約30暦日に、標準オーバードラフト・カバレージがお客
さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座に自動的に設
定されます。（ユニオンバンク・エッセンシャルズ・チェッキング（CA/
GEAプログラム）およびパシフィックリム・カンパニー・ベネフィット・
チェッキング・アカウントは除きます。）ただしその設定は、当行によ
る標準オーバードラフト・カバレージの利用を保証するものではあり
ません。ユニオンバンク・エッセンシャルズ・チェッキング（CA/GEAプ
ログラム）およびパシフィックリム・カンパニー・ベネフィット・チェッ
キング・アカウントでは標準オーバードラフト・カバレージが自動設定
されないのでご了承ください。

お客さまは当行にご連絡をいただくことで、いつでも標準オーバード
ラフト・カバレージを解約できます。標準オーバードラフト・カバレ
ージを解約後、借方をカバーするのに十分な利用可能残高がお客さ
まのチェッキング口座またはマネーマーケット口座にない場合、当行
はこの借方を返却のうえ、貸越手数料を請求いたします（Personal 
Accounts Fee Schedule をご覧ください）。加盟店または受取人か
らの追加手数料を被ることがあります。標準オーバードラフト・カバ
レージを解約すると、該当する場合、デビットカード・オーバードラ
フト・カバレージへの登録も取り消されます。

標準オーバードラフト・カバレージを利用できない預金口座 - 標準
オーバードラフト・カバレージは、セービングス口座、ティーン・アクセ
ス、ユニオンバンク・アクセス口座、キャッシュ・リザーブ口座に登録
された口座、ユニオンバンクのクレジットカードに関連づけられたオ
ーバードラフト・プロテクションが付いている口座、またはユニオンバ
ンク・インベストメントサービシーズのポートフォリオ・コネクション4証
券口座を通して利用可能な現金管理および小切手機能ではご利用い
ただけません。複数の貸越サービスを利用される時の振替またはア
ドバンスの処理方法に関する詳しい情報は、以下の「複数の貸越サ
ービスの処理順序」をご覧ください。

デビットカード・オーバードラフト・カバレージ

デビットカード・オーバードラフト・カバレージ - このサービスでは、
当行が ATMまたは一度のデビットカード取引につき支払提示また
は承認提示を受けた時にお客さまのチェッキング口座やマネーマ
ーケット口座に十分な利用可能残高がない場合、当行独自の裁量
で、ATMまたは一時的なデビットカード取引を支払うことを承認して
いただきます。また、当行がかかるデビットカード取引の支払いを行

3 ポートフォリオ・コネクション口座を含む証券・投資アドバイザリーサービス
は、SEC登録証券業者/投資アドバイザー（FINRA/SIPCメンバー）であるユ
ニオンバンク・インベストメント・サービシーズ（UBIS）を通して提供されま
す。UBISはユニオンバンクの子会社です。また、
•   投資商品は、銀行預金ではなく、ユニオンバンクまたはユニオンバンク

の関連会社に対してその他の義務を課すものではなく、また、ユニオン
バンクまたはユニオンバンクの関連会社によって保証されるものではあ
りません。

•   また、FDIC(米連邦預金保険公社)その他の連邦政府機関による保険の
対象となるものではありません。

•   さらに、これらの投資商品には元本毀損の可能性を含む投資リスクがあ
ります。
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うことにした場合、貸越手数料を請求することを承認していただきま
す。このサービスに登録する必要があります。

デビットカード・オーバードラフト・カバレージの仕組み - ATMや一
度のデビットカード取引が当行に承認提示され、その時にお客さま
に十分な利用可能残高がない場合、当行はお客さまがデビットカー
ド・オーバードラフト・カバレージに登録しているかどうかを確認し
ます。

具体的には、お客さまがデポジット・オーバードラフト・プロテクショ
ンに登録をしていないか、デポジット・オーバードラフト・プロテクショ
ン口座が利用できない場合、お客さまのチェッキング口座またはマ
ネーマーケット口座における利用可能残高不足に対して提示された
ATMまたは一度のデビットカード取引を当行が承認するかどうかを判
断するために、デビットカード・オーバードラフト・カバレージを検討
します。デビットカード・オーバードラフト・カバレージが利用できる
時に、ATMや一度のデビットカード取引が当行に提示され、お客さま
のチェッキング口座またはマネーマーケット口座に十分な利用残高
がない場合、当該借方の支払いが行われ、それにより貸越手数料が
発生し、お客さまのチェッキング口座またはマネーマーケット口座が
貸越になる場合があります。

お客さまは、オンライン・バンキングを通して、または当行に連絡す
ることにより、いつでもこのデビットカード・オーバードラフト・カバレ
ージの解約および／または再登録を行うことができます。当行は、登
録、解約または再登録について確認書を提供いたします。

デビットカード・オーバードラフト・カバレージに登録しない場合、ま
たは登録後解約し、ATMや一度のデビットカード取引をカバーするの
に十分な利用可能残高がお客さまのチェッキング口座またはマネー
マーケット口座にない場合、当行は取引を拒否する場合があります。

拒否されたATMまたはデビットカード取引については、当行は貸越手
数料を請求しません。デビットカード・オーバードラフト・カバレージ
は、標準オーバードラフト・カバレージ（上記参照）を保有している場
合にのみ利用できます。

複数の貸越サービスの処理順序
お客さまの預金口座に関連付けられたオーバードラフト・プロテクショ
ン・サービスおよび／またはオーバードラフト・カバレージ・サービス
にもよりますが、場合に応じて、預金口座に利用可能残高が不足する
際に支払や承認ために提示または再提示された借方はまず、デポジッ
ト・オーバードラフト・プロテクション、次にキャッシュ・リザーブ口座、
次にユニオンバンク・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、そして最後に標準オーバードラフト・カバレージ
またはデビットカード・オーバードラフト・カバレージで補われます。

手数料
手数料を制限する／避けるために -

手数料がかからないようにする方法：指定残高の維持、またはダ
イレクト・デポジットの登録により、一部の口座の月次サービス手
数料を回避することができます。お客さまは、合算残高にこれらの
口座残高を含めるために口座を連結するよう要請する必要があり
ます。当行が、指定残高または合算残高を維持しているかどうかを
判断する際に、口座を自動的に連結したり、あるいは連結されて



27

いない口座の残高を考慮したりすることはありません。必要な合
算残高を維持しており、口座の連結を要請していない場合でも、
月次サービス手数料を評価されることがあります。また、Priority 
Banking®のお客さまは、月次サービス手数料を回避するために、
住宅ローン口座に連結できます。また、お客さまの口座の残高を
維持することで、貸越手数料などの一定の手数料を回避すること
ができます。常時残高の確認を行い、自動ビル・ペイおよび一時
的な預金の保留を忘れないようにしてください。また、デビットカ
ード承認などの、未決済の取引を考慮に入れてください。

日々の口座の管理について：ユニオンバンクのオンライン・バンキ
ングおよびモバイル・バンキング・サービスによって、口座の入出
金をいつでも、どこでも照会することがより簡単になります。ご希
望に応じて、お客さまの口座残高が予め設定したレベルを下回っ
た場合に警告する電子メール、テキストのアラートおよび/またはプ
ッシュ通知を送信することもできます。これらのサービスのご登録
は、www.unionbank.comをご覧ください。

当行のPersonal Accounts Fee Schedule -

Fee Scheduleに含まれているもの：Personal Accounts Fee 
Scheduleは、別冊にてお客さまに提供されます。当一覧には、お
客さまの口座または銀行サービスで最も徴収頻度の高い手数料
についての品目別の説明が含まれています。

Fee Scheduleに含まれていないもの：一部のサービスは別途取
り決められ、当行との書面による他の規定に服する場合がありま
す（例：貸金庫など）。この Personal Accounts Fee Schedule に
掲載されていないサービスについての手数料に関する情報は、ご
希望に応じて入手できます。

諸手数料 - 月次サービス手数料は、明細書期間の初日に適用され、
明細書期間の末日または該当する場合は口座を解約した日付に取立
てられます。また、この月間手数料は明細書期間最終日から口座解
約日までの期間で日割り計算される場合があります。口座保有者は、
未成年者の口座保有者の取引に伴う諸手数料を含め、口座およびサ
ービスに関連する諸手数料を直ちに支払わなければならず、かかる
手数料について連帯責任があります。当行は、口座の諸手数料を自
動的にお客さまの口座から引き落とします。

現行の手数料情報 - 本口座規定および Personal Accounts Fee 
Scheduleに記載がある手数料、利率、および特典は、発行日時点現
在のものであり、変更されることがあります。本口座規定の末尾に記

4 ポートフォリオ・コネクション口座を含む証券・投資アドバイザリーサービス
は、SEC登録証券業者/投資アドバイザー（FINRA/SIPCメンバー）であるユ
ニオンバンク・インベストメント・サービシーズ（UBIS）を通して提供されま
す。UBISはユニオンバンクの子会社です。また、
•   投資商品は、銀行預金ではなく、ユニオンバンクまたはユニオンバンク

の関連会社に対してその他の義務を課すものではなく、また、ユニオン
バンクまたはユニオンバンクの関連会社によって保証されるものではあ
りません。

•   また、FDIC(米連邦預金保険公社)その他の連邦政府機関による保険の
対象となるものではありません。

•   さらに、これらの投資商品には元本毀損の可能性を含む投資リスクがあ
ります。
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載されている番号に電話でお問い合わせいただくことにより、現行の
情報を入手できます。

電子資金振込
以下の規定は、Electronic Fund Transfer Act（電子資金決済法）に
より規定される電子資金振込時に適用されます。1名分の署名で引き
出しができうる口座保有者や署名権者の方は、全口座名義人の代理
で電子資金振込サービスを申請できます。一旦電子資金振込サービ
スが設定されると、たとえ当行がそれに反する別途の合意を書面に
て締結したとしても、口座申請書に記載されている要求署名者数に
関係なく、お客さまの口座の署名権者は、電子資金取引の実行を単
独で行うことができます。

事前承認/定期的振込 - 事前に承認された電子資金振込は、お客さ
まの口座に対して第三者から（例えば、社会保障機関、年金基金、ま
たはお客さまの雇用主）、またはお客さまの口座から第三者に対して
（例えば、自動決済機関（ACH）を通した定期的な住宅ローンや保
険の支払いなど）行うことができます 。

事前承認された振込には、以下の取引は含まれません：a）小切
手、為替、または類似した紙の証書で行われた取引、b）ビジネス 
口座またはその他の非個人口座との間の振込、c）お客さまとの合
意に基づき、当行がお客さまの特定の要請なしに行う個別の振込 
（例えば、お客さまの口座から当行への自動セービングスおよび自
動ローン支払い）、または、d）電話で行われた振込。

注意事項：連邦政府からの定期的な支払いやその他の電子支払い
がお客さまの口座に対して預け入れされる場合、その支払いは、口
座のステータスまたは振替の変更（例えば、別の支店への口座移
転）により影響を受けることがあります。お客さまの口座の移転、
またはそのステータスの変更を予定している場合、変更が電子資
金振込サービスに対して持ち得る影響について、事前に当行にご相
談ください。

お客さまが定期的なテレフォン・バンキング振込やユニオンバンク
のローン支払いを設定している場合、設定されている定期的なテレ
フォン・バンキング振込やユニオンバンクのローン支払いを停止す
る要請は、その振込や支払いが予定されている日の、少なくとも3営
業日前までに当行まで連絡していただく必要があります（お客さま
の口座からの自動振込の停止セクションを参照）。

消費者海外電信送金
米ドル（USD）建ての外国電信送金を行う場合、当行はお客さまの米
ドル建て電信送金を送金先の口座の海外通貨に自動的に交換する（
オートコンバート）ことがあります。当行は（最善の努力を尽くし）、 
送金先の口座が米ドルのみを受け付ける場合、自動交換を行いませ
ん。

消費者海外電信送金に関する詳しい諸条件については、Master 
Funds Transfer Agreement and Security Procedures（送金基本合
意書およびセキュリティ手続）を参照してください。
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電子小切手変換 - お客さまは買い物の代金や請求書の支払いにつ
き、加盟店またはその他の受取人に対し、彼らがお客さま自身の小
切手情報を元にお客さまのチェッキング口座から、お客さまの購入
代金または請求書に対する1回限りの電子支払い処理を行うことを認
可することができます。また、お客さまの小切手/取引が返却となっ
た場合（例えば、資金不足により）の料金を取立てるために、加盟店
またはその他の受取人が、お客さまの口座から1回限りの電子振込を
することを認可することもできます。

機密性
当行は、お客さまの口座またはお客さまが行う振込について、以下の
場合に第三者に情報を開示します。

(i) 取引完了に必要な場合。

(ii)  信用調査機関または加盟店などの第三者のためにお客さまの口
座の存在や状況を確認するため。

(iii)  政府機関または裁判所による命令を遵守するため。

(iv)  お客さまが書面による許可を当行に提出した場合。

振込サービス
Real Time Payyments (“RTP”) Service Terms (リアルタイムペ
イメント（「RTP」）サービス規約) – これらの諸条件（「RTP規約」
）は、当行が現在お客さまに提供する、または今後数ヵ月以内にお
客さまにご利用いただけるようになると予想するRTPサービスのご
利用諸条件を規定するものです。明示的に別段の定めがない限り、
本書で大文字で始まる用語は、口座関連書類ならびにRTP System 
Operating Rules（RTPシステム運用ルール）で定義される意味を持
ちます。これらサービスまたは利用可能性に関するご質問は、 
800-238-4486までお問い合わせください。

(i)定義

•  支払金額：本サービスを通して送金者によりお客さま宛てに送金
される金額。

•  RTP（「RTP」または「本サービス」）：リアルタイムでお客さまの
口座に資金を受け取ることができる電子決済システム。

•  RTPシステム運用ルール：RTPシステムを利用する当事者の義務
を定めたクリアリング・ハウスの運用ルール。

•  RTPシステム：本サービスがアクセスする決済システム。

•  送金者：本サービスを通じてお客さまに送金する個人または事
業体。

•  送金元金融機関：RTPシステムに参加し、送金者の口座を保有す
る金融機関。

•  サービス振込：本サービスを通して送金者がお客さまに行う支
払。



30

(ii)  受け取り専用サービス。本サービスの利用可能性：RTPサービス
を使うことでお客さまは、送金元金融機関に口座を保有する送金
者からお客さまの口座にリアルタイムで支払いを受け取ることが
できます。お客さまの口座に振り込まれた資金は、サービス振込
リクエストが完了後直ちに入金され、かかるサービス振込がRTP
規約、本規定、およびRTPシステム運営ルールに準拠していること
を条件として、暫定的に利用可能となります。本サービスを使って
お客さまが支払をすることはできません。お客さまはサービス振
込を受け入れる義務はありません。本サービスを通して送られた
サービス振込を拒否されたい場合は、当行（800-238-4486）ま
でご連絡ください。

本サービスは、週末および祝日も含め、24時間年中無休でご利用い
ただけます。ただし、メンテナンスなどを理由に本サービスが随時ご
利用いただけない場合もあります。また、例えば、お客さままたは送
金者が本サービスを違法な方法で使用したと当行が判断した場合も
含め、当行は本サービスへのお客さまのアクセスをいつでも停止また
は中止できます。入金金額は、適宜更新されるRTPシステム運用ルー
ルに記載されたサービス振込限度額を上限とします。送金者が適用
されるサービス振込限度額、または送金元金融機関が設定する限度
額を超えた支払いを送金した場合、かかる送金は、お客さまに通知
せずに拒否されます。

a.  禁止されている支払い：本サービスは国内の支払い にのみご利用
いただけます。米国に居住しない送金者または受取人にはご利用
いただけません。お客さまは、この制限ならびに米国財務省外国
資産管理局の全規則ならびにその他すべての適用法および当該
サービスの利用に関する本規定の条項に従うことに合意するもの
とします。

b.  サービス振込の取り消し不能、送金者による返金要求、送金者と
受取人間の紛争：本サービスを通した支払いは取り消し不可能
で、元に戻すことはできません。ただし、 (i)送金者はお客さまに
返金を求めることができます。送金者が返金を求めた場合、当行
はお客さまに、送金元金融機関から返金要求があったことを通知
し、お客さまは当行から返金要求に関して求められた情報を、当
行からの通知後3営業日以内に提供する必要があります。当行は
お客さまと送金者との間の紛争に対して何ら責任を負わず、いかな
る面においても一切責任を負いません。

c.  サービス振込の未完了、サービス振込エラー：以下の場合、サービ
ス振込が完了しないことがあります：1) 送金者の口座残高が不足
している場合。2) 当行または送金元金融機関が、本サービス振込
がRTP規約または適用法に準拠していないと判断する場合。3) お
客さまがサービス振込の受領を拒否、または辞退した場合、4)サー
ビス振込リクエストがRTPシステム運用ルールで決められた適用
されるサービス振込限度額、または送金元金融機関の限度額を超
える、および／または送金元金融機関が取引の処理を拒否する場
合。5) 本サービスが利用可能でない場合。さらに、サービス振込に
送信元金融機関による確認が必要な場合、サービス振込の完了が
遅れる場合があります。サービス振込が完了しなかった場合、当行
はお客さまに連絡いたしません。
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明確にするために付け加えるならば、お客さまは、電子資金振込に関
する本規定の諸条件が、お客さまが本サービスをご利用する際に適
用される場合があることを了承するものとします。かかる規定には、
事前登録/定期的振替、電子資金振込ができなかった場合の当行の
責任、および/または電子資金振込に関するエラーまたは質問が含ま
れますが、必ずしもこれらに限られません。

自動振替サービス - 自動振替サービスにより、お客さまの保有する
ユニオンバンクのチェッキング口座、マネーマーケット口座、またはセ
ービングス口座と、お客さまが保有する別のユニオンバンクのチェッ
キング口座、マネーマーケット口座、セービングス口座、または IRA口
座との間で、毎日、毎週、毎月、または四半期毎などの固定スケジュ
ールで、定期的な振替を設定することができます。また、他の国内金
融機関に保有する口座間の振替も行えます。

定期的な振替は、オンラインおよびモバイル・バンキング、テレフォ
ン・バンキング・サービス（「テレフォン・バンキング・サービス」を参
照）、またはユニオンバンクの支店を通して設定できます（制約が適
用される場合があります）。振替の日付が営業日ではない場合、その
振替は翌営業日になされます。これらの振替は、ダイレクト・デポジッ
トとはみなされません。オンラインおよびモバイル・バンキングを通
して設定した定期的な振替の変更または取消は、オンラインおよび
モバイル・バンキングを通して行う必要があります。

テレフォン・バンキングを通して設定した定期的な振替の変更または取
消は、テレフォン・バンキングを通して、または支店で行うことができま
す。支店で設定した定期的な振替の変更または取消は、支店でフォー
ムに記入して行う必要があります。この用紙は支店で入手できます。お
客さまには、振替日に、引き落としが行われる口座内に利用可能資金
が十分にあることを確認する責任があります。利用可能資金が不足して
いる場合、必要に応じて、振替は貸越手数料、またはオーバードラフト・
プロテクション振替もしくはアドバンス手数料の対象となります。

テレフォン・バンキング・サービス -

連絡先電話番号：1-800-238-4486  
聴覚障害者向け：1-800-826-7345　

サービスが利用可能な時間：テレフォン・バンキング自動音声サー
ビスは、24時間年中無休でご利用いただけます。ユニオンバンクの
担当者に連絡するには、連邦祝祭日を除く、月曜日から金曜日まで
の午前7時から午後7時まで、および土曜日の午前8時から午後5時
までの時間帯（太平洋時間）にお問い合わせください。 

自動音声サービスでご利用いただけるサービス：
•  口座情報の受領
•  資金の振替
•  支払停止指図
•  小切手の注文
•  当行への住所変更の通知
•  デビットカードの有効化
•  ATMカードまたはデビットカードの紛失または盗難の報告または

その再発行
•  カードまたはテレフォン・バンキングのPINの変更
•  ローン残高についての照会および支払情報の入手
•  小切手、預金、および明細書の写しの注文
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テレフォン・バンキング取引依頼の締切時間について：営業日の午
前0時（太平洋時間）より前になされたテレフォン・バンキングの振
替依頼は、同日に処理されます。午前0時（太平洋時間）以降に、ま
たは営業日ではない日になされた振替依頼は、翌営業日に処理さ
れます。

システムをご利用いただけない時間：連邦祝祭日、システムメンテ
ナンスの間（一般に、午前2時～午前4時の間、太平洋時間）、また
は当行が制御できない事態の際（火災、地震、洪水、水害、電源障
害、ストライキ、労働紛争、コンピュータの故障、計画停電、電話線
の混乱、または自然災害など）には、テレフォン・バンキングをご利
用いただけないことがあります。テレフォン・バンキングがご利用い
ただけないことの結果として発生し得る損失や遅延に対して、当行
は一切責任を負いません。

テレフォン・バンキングへのアクセス方法：自動音声サービスにア
クセスするには、お客さまの口座番号、アクセス番号または16桁の
ATMカードもしくはデビットカード番号の後に4桁のPINをご提供い
ただきます。テレフォン・バンキングへのアクセスは、当該個人に限
定され、そのPINに基づき行われます。

電話による振替 -

ご利用いただける振替サービス：お客さまのユニオンバンク口座
間での振替を、テレフォン・バンキング・サービスを通して電話でい
つでもご依頼いただけます。さらに、保有するユニオンバンク口座
からの定期的な振替を設定することができます。また、国内の他の
金融機関の保有口座との間での振替をすることもできます。

電話による振替をご利用いただける方：電話による振替は、電話の
主が両方の口座保有者または署名権者であるときにのみ、一つの
口座から別の口座に対して行うことができます。資金を第三者の銀
行口座に、または異なる署名要件の口座間で振込をする必要があ
る場合、テレフォン・バンキング登録フォームの作成が必要になる
ことがあります。このフォームは、www.unionbank.comまたは最寄
りの支店で入手いただけます。

資金が利用可能となる時期：振替元の口座に利用可能な資金があ
る場合には、振替時に直ちに資金が利用可能となります。

振替依頼について：振替依頼についての当行の認識および当行の
記録が、与えられた実際のご依頼の確証となるものとします。

テレフォン・バンキングの制約 - 当行のテレフォン・バンキング・サー
ビスによる資金振込で、ユニオンバンクのお客さまが保有していない
口座または他の金融機関の口座への振込の場合、その資金振込の合
計金額は、営業日当たり累計で 5,000ドルまでとなります。安全対策
上の理由から、当行は、同サービスによる取引の件数または金額を
制限することがあります。また当行は、お客さまによるご依頼ではな
い疑いがある場合、振込の遅延または拒否をすることもあります。

テレフォン・バンキング・ヘルプ - 上記に列挙されていないサービス
については、ユニオンバンクの担当者までお問い合わせください。郵
送でのご依頼、またはテレフォン・バンキングに関するご質問は、本
口座規定の末尾に記載されている住所および番号を利用してお問い
合わせください。予定された電話による振替またはユニオンバンクに
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よるローン支払依頼に関する依頼書を送付される場合、取引または
支払いが予定されている日の少なくとも3営業日前までに届くように
してください。

現金自動預け払い機（ATM）カードおよびデビットカード - お客さま
がATMカードまたはデビットカードを依頼し、ご利用資格がある場
合、そのサービスに適用される口座規約がカードに添付されます（不
正取引に対する責任を含む）。お客さまは、直ちにカードを破棄同規
定の諸条件に合意しない旨を当行まで書面で通知しない限り、同条
件に同意するものとします。カードのご使用が、お客さまが条件に合
意されたことの追加的な証拠となります。

エクスプレス・バンキング - エクスプレス・バンキングのサービスは、
一部支店にある複数のキオスクを通じて提供されます。エクスプレ
ス・バンキングのキオスクは、お客さまのユニオンバンクATMカード（
以下「ATMカード」）もしくはユニオンバンク・デビットカード（以下「
デビットカード」）またはユニオンバンクの銀行員（適切な身元証明
書を身に着けている）のサポートにより利用できます。

お客さまは、お客さまがATMカードまたはデビットカードを利用して
エクスプレス・バンキングのキオスクにアクセスするまたは利用する
場合、以下を含むATMカードまたはデビットカードの条件が、お客さ
まのATMまたはデビットカードに引き続き適用されることを理解し、
それに同意するものとします。

•  Important Information About Your Union Bank Debit Card and 
ATM Card（ユニオンバンクのデビットカードおよびATMカードに関
する重要な情報）

•  カード保有者欄、承認限度額を表示（エクスプレス・バンキングのキ
オスクの利用を除く）

•  Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement

•  Personal Accounts Fee Schedule

•  上記の改訂（総称して「カード条件」）

エクスプレス・バンキングのキオスクでは以下を行うことができま
す。

•  預金口座情報にアクセス
•  クレジットカード情報にアクセス
•  お客さまのチェッキング口座、セービングス口座またはマネーマー

ケット口座間の振替
•  お客さまのチェッキング口座、セービングス口座またはマネーマー

ケット口座からの現金引出
•  お客さまのチェッキング口座、セービングス口座またはマネーマー

ケット口座への預入（現金払戻を含む）
•  通貨交換（米ドル通貨を他の米ドル通貨の単位に交換）
•  利用可能なその他取引やサービスの実行

エクスプレス・バンキングのキオスクの画面に表示される取引の一部
については、以下の理由によりご利用になれない場合があるか、当
行により解約される場合があります。(i) キオスクに十分な現金がな
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い、(ii) 当該取引にはユニオンバンクの銀行員に追加情報を提供する
必要がある、(iii) 当行独自の裁量で、お客さま、お客さまの口座、当
行またはキオスクを即時保護する必要があると判断した場合、(iv) 本
口座規定の別の箇所に規定された理由により、または (v) その他制
限が適用されるため。

受取書 - エクスプレス・バンキングのキオスクを利用すると、通常受取
書が発行されます。エクスプレス・バンキングのキオスクで、お客さま
は受取書を印刷で受理するか、登録した電子メールアドレス宛に電子
メールで受理するかを選択できます。受取書をご利用いただけない
場合、取引完了前に通知されます。

エクスプレス・バンキングのキオスクでは、ユニオンバンクのお客さま
ではない方に以下をご提供します。

•  当行の１名のまたは複数のお客さまが保有する預金口座への入金（
ただし、当行のお客さまでない方が、お客さまの完全で正確な預金
口座番号を当行に提供する場合）

•  その他利用可能な取引やサービスの実行

上記のカード条件に関わらず、ATMカードまたはデビットカードを
利用する時や、ユニオンバンクの銀行員のサポートを求める時、異
なる4つのエクスプレス・バンキングのキオスクの特徴があります。
これらは次の特徴です。1) エクスプレス・バンキングのキオスクで
は、1回の取引につき最大30枚の小切手を預入できます。2) エクス
プレス・バンキングのキオスクでは、1回の内部振替依頼につき最高
4,999,999.99ドルの内部振替を行うことができます。ただし、当該
内部振替を行うのに十分な利用可能残高が預金口座になければなり
ません。3) エクスプレス・バンキングのキオスクでは、1回の取引につ
き最高10,000ドルを引き出すことができます（以下「キオスク引出限
度額」）。ただし、当該引出を行うのに十分な利用可能残高がなけれ
ばなりません。4) エクスプレス・バンキングのキオスクでは1回の預金
につき、最高10,000ドルまで預金から現金の払戻を受けることがで
きます（以下「現金払戻限度額」）。ただし、現金払戻額は預金額を
超過できません。

キオスク引出限度額と現金払戻限度額は互いに独立しており、お客
さまのカード保有者欄その他において設定される日中のATMでの現
金引出限度額とは無関係です。キオスク引出限度額と現金払戻限度
額については、共に請求書は200件までという上限に服するので、こ
の制限が、お客さまがエクスプレス・バンキングのキオスクから受け
取ることができる現金額に影響を与える場合があります。当行は、い
つでも、どこでもこのキオスク引出限度額や現金払戻限度額を引き
上げる権限を留保します。さらに、1日に1または複数のエクスプレス・
バンキングのキオスクから取得できる現金総額は、50,000ドルを超
過できません。これは、エクスプレス・バンキングのキオスクでお客さ
まが実施した現金取引すべてを、当行が毎日合算していることを意
味します。

エクスプレス・バンキングのキオスクを通じてお客さまが行うことが
できる内部振替、引き出しまたは現金払戻取引の回数に関して制限
は課せられません。

オンライン・バンキングおよびモバイル・バンキング・サービスは、
別の規約により規定されています。当行のオンライン・バンキング・
サービスまたはモバイル・バンキング・サービスご利用の資格があ
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り、当該サービスに登録された場合、それらのサービスに関連した 
Mobile and Online Banking Service Agreement for Personal and 
Small Business Accountsがオンラインで提供されます。お客さまは
www.unionbank.comで登録できます。

お取引の記録 - 

事前承認された入金について：少なくとも 60日に1回、同一の人物
または会社からお客さまの口座へダイレクト・デポジットを行うよ
う手配している場合、お電話をいただくか、オンライン・バンキン
グもしくはモバイル・バンキングで口座を確認、または明細書で、
お客さまの口座に入金がなされたかどうかを確認することができ
ます。

事前承認された振込について：事前にお客さまの口座から、金額
が異なり得る定期的な支払いを行うよう手配した場合、支払いの
受取人は、予定される支払い日の少なくとも10日前に、支払日およ
びその金額をお客さまに知らせる必要があります。支払額が前回
から一定額以上相違する場合、または金額がお客さまが受取人に
対して設定した一定限度額を超過する場合にのみ、こうした通知を
受け取る代わりに、お客さまの受取人は選択肢を提供できます。

不正電子資金振込についてのお客さまの責任 - お客さまのデビット
カード、ATMカード、および/もしくはPIN、またはその他のアクセスコ
ードを他の者に提供することで、お客さまは、お客さまが当行にカー
ドの解約と新しいカードおよびPINの発行、または電子サービスの解
約を通知するまで、当該人物、または当該人物がATMカード、デビッ
トカード、PINを提供した別の者が行ったすべての取引に対して直接
か間接かを問わず、責任を負います。

PINが紛失もしくは盗難に遭ったと思われる場合、お客さまの口座
からお客さまの許可なく資金の振込が行われた、もしくは振込が行
われる可能性があると思われる場合、またはお客さまの小切手の情
報を使用して、電子資金振込がお客さまの許可なく行われたと思わ
れる場合には、当行に直ちにお知らせください。生じうる損失を軽
減させるには、お電話での連絡が最善の方法です。疑わしい不正取
引に気づいた後、当行に速やかに通知しない場合、お客さまの口座
内の資金全額（加えて、お客さまの最大貸越信用枠またはその他オ
ーバードラフト・プロテクション・サービスからの資金）を失いかねま
せん。

お客さまがPINの紛失または盗難に気づいてから2営業日以内に当行
に通知された場合には、お客さまの承諾なく何者かがPINを使用した
場合でも、損失額は最高で50ドルです。PINの紛失または盗難に気
づいてから2営業日内に当行に通知せず、仮にお客さまからの通知が
あれば何者かによる許可のないPINの利用を止められたと当行が証
明できる場合、お客さまの損失額は最高で500ドルです。上記の500
ドルの負債は、消費者向けデビットカードには適用されません。

また、お客さまの明細書にお客さまが行っていない振込が表示され
ている場合（カード、PINまたはその他の手段によるものを含む）、ま
たは受取書が不正確であると考える場合、当行まですぐにご連絡く
ださい。明細書がお客さま宛に郵送、配達された、またはその他の
方法で入手可能となってから 60日以内に当行に通知しなかった場合
で、お客さまによる当行への通知がその期間内に行われていれば、
資金の盗難を回避できたことを当行が証明できる場合には、お客さ
まはその 60日以降に失った資金を一切取り戻すことができない場
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合があります。当行への通知ができなかった正当な理由（長期間の
旅行や入院など）がある場合、この期間を延長します。

不正振込時の連絡先 - お客さまのPINが紛失または盗難されたと
思われる場合、すぐに当行（800-238-4486）までご連絡ください。
自動サービスが24時間年中無休でご利用いただけます。パーソナル
サービスの営業時間は、月曜日～金曜日は午前7時～午後7時、土曜
日は午前8時～午後5時（連邦祝祭日を除く）（太平洋時間）です。ま
た、以下の住所宛てに、書面で当行に問い合わせすることもできま
す。

Union Bank 
Dispute Resolution T-83E-6469 

P.O. Box 66515 
Phoenix, AZ 85082-6515

また、お客さまは、お客さまの許可なく小切手の情報（当行の銀行ル
ーティングナンバーやお客さまの口座番号）を利用した電子資金振
込が行われたと思われる場合、上記の番号に電話または書面で当行
に連絡しなければなりません。

振込の不履行についての当行の責任 - 当行が、お客さまの口座か
ら、もしくは口座への電子資金振込を、お客さまとの口座規定に従っ
て時間通りに、または正しい金額で完了しなかった場合、当行は、当
行の行為または不作為に直接起因するお客さまの損失または損害に
対して責任を負います。これには、いくつかの例外があります。以下の
場合、当行は責任を負いません。

•  当行側の過失がなく、お客さまの口座内に振込をするだけの十分な
利用可能資金がなかった場合

•  振込が、何らかの貸越限度額内の利用可能資金または当行との間
にあるその他のオーバードラフト・プロテクション・サービスを超え
る場合

• お客さまが振込を行っているATMに十分な現金がない場合

•  ATM、エクスプレス・バンキングのキオスクまたはその他のシステム
が適切に作動しておらず、振込開始時にお客さまがこうした故障に
気がついていた場合

•  当行が適切な予防措置を取ったにも関わらず、当行が制御できない
事態（火災、地震、洪水、水害、停電、ストライキ、労働紛争、コンピ
ュータの故障、計画停電、電話回線の混乱、または自然災害など）
により、振込が妨げられたまたは遅延した場合

•  お客さまの口座内の資金が、法的手続きの対象となったり、未決
済資金が保留されていたり、または他の理由で払戻ができなかっ
た場合

•  同取引がお客さまによって承認されていないと当行が判断する理由
がある場合

•  お客さままたは第三者により提供された情報が、不正確、不完全、
あいまい、時期外れの場合

本口座規定に記載されているその他の例外が存在する場合があり
ます。
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お客さまの口座からの自動振込の停止 - お客さまの口座からの定
期的支払いを事前にご連絡いただいていた場合、お電話か書面でご
連絡いただくことで、これらのいずれの支払いも停止することができ
ます。当行は、お客さまからの要請を、支払予定日の少なくとも3営
業日前までに受け取る必要があります。（注意事項：少なくとも送金
の3営業日前までにお客さまからのご要請がなかった場合、当行は、
独自の裁量で、支払いを停止することがあります。処理の要請を受け
取った場合でも、当行は支払停止や支払いの拒否について責任を負
いません。）お客さまから電話連絡があれば、当行はお客さまに対し
て、電話連絡から14日以内に、文書にお客さまの要請を記載し、お客
さまの口座に対する借方を設定する受取人の権限を取り消す旨のお
客さまの受取人への通知の写しを提供することを求めます。書面に
よる確認を14日以内に当行が受理しなかった場合、その後のお客さ
まの口座からの引き落としを受け入れることがあります。個別の支払
いについては、お客さまの要請には、停止する振込の正確な金額（ド
ルおよびセント）、振込の日付、および受取人の身元を指定していた
だかなければなりません。受取人に対する将来的なすべての定期的
支払いを停止する旨を当行にお知らせいただかない限り、当行は、
お客さまの支払停止依頼を、1回限りの振込に関連する要請とみなす
場合があります。これらの支払いのいずれか一つを停止するご依頼
を、振込予定日の少なくとも3営業日前までにお客さまがなさったに
も関わらず、当行が停止しなかった場合、当行の行為または不作為に
より直接起因するお客さまの損失または損害について当行は責任を
負います。

電子振込に関する誤処理や疑問がある場合 - 明細書または受領書
の電子振込に誤りがあると思う場合、または電子取引に関する詳細
情報が必要な場合には、当行まで、以下に記載されている電話番号/
住所宛てに電話または書面でできるだけ早くご連絡ください。問題
または誤りが記載された初回の明細が送付されてから60日以内に、
当行に通知する必要があります。

800-238-4486
または

Union Bank
Dispute Resolution T-83E-6469

P.O. Box 66515
Phoenix, AZ 85082-6515

1.   お名前と口座番号をお知らせください。
2.   誤処理またはご不明な振込についてご記載いただき、また誤処理

だと思う理由もしくはより詳しい情報が必要な理由を、できる限り
明確にご説明ください。

3.   疑わしい誤処理の金額をお知らせください。

口頭での通知の場合、当行は、苦情または質問を書面で10営業日以
内に送付していただくよう求めることがあります。

10営業日以内に、当行は誤処理が発生したかどうかの判断をし、誤
処理があれば直ちに修正します。ただし、さらに時間が必要な場合、
当行は、最長45日間、お客さまの苦情または質問を調査することが
あります。その場合、当行は10営業日以内にお客さまの口座に誤処
理があるとお考えの金額分の入金を行い、当行の調査期間中はその
資金を使用できるようにします。当行からお客さまへ苦情または質問
を書面にて提出していただくようお願いし、当行がそれを10営業日以
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内に受領しなかった場合、当行は、お客さまの口座への入金を行わ
ないことがあります。

ただし、新規口座、店頭、または海外で開始された取引が関与する
誤処理については、お客さまの苦情や質問の調査に最長90日いた
だくことがあります。新規口座については、お客さまの口座に誤処理
があるとお考えの金額分を入金するまで20営業日かかる場合があり
ます。

調査結果は、調査終了後、3営業日以内にお知らせします。誤処理が
なかったと判断した場合、書面による説明を送付します。お客さま
は、当行が調査の際に使用した書類の写しを要請することができま
す。

電子振込に関する誤処理や疑問がある場合 - 消費者海外送金明細
書または受領書に誤りがあると思う場合、または電子取引に関する
詳細情報が必要な場合には、当行まで、本口座規定の末尾に記載さ
れている電話番号／住所宛てに電話または書面でできるだけ早くご
連絡ください。当該振込の利用可能性の開示日から、180日以内に当
行に通知する必要があります。

以下の追加情報を提供してください。

•  送金の受取人の氏名（わかれば電話番号）
•  ドル振込額
•  取引の確認コードもしくは取引番号

Electronic Fund Transfer Actの適用を受ける海外振込に関する誤
処理の場合には、お客さまの苦情または質問の調査に最長で90暦日
かかる場合があります。調査結果は、調査終了後、3営業日以内にお
知らせします。

誤処理により、間違った金額の振込が行われ、Electronic Fund 
Transfer Actの適用を受ける場合、当行は振込額をお客さまに返金
するか、正しい金額を指定の受取人に送金しますが、その際にお客さ
まや受取人に追加コストがかかることはありません。誤処理により、
開示された利用可能日までに受取人が資金を受け取れなかった場
合、当行は、振込額をお客さまに返金するか、または正しい金額を指
定の受取人に送金しますが、その際にお客さまや受取人に追加コス
トがかかることはありません。ただし、お客さまにより不正確な情報
が提供された場合には、振込の再送付について第三者の手数料が発
生することがあります。

振込取消を希望される場合 - お客さまは振込の取り消しをし、当行
に支払った全額の返金を手数料を含め受け取る権利があります。取
消には、振込の支払いから30分以内に本口座規定の末尾に記載さ
れた電話番号にご連絡いただく必要があります。

当行にご連絡いただく際、取消を希望される取引を特定するため、
資金の振込金額と振込先を含む十分な情報をご提供いただく必要
があります。当行は、該当の資金が受取口座ですでに受領または入
金されていない限り、お客さまからの振込取消依頼から3営業日以
内に返金いたします。

電子振込手数料 - 電子資金振込サービスに関連する手数料（ATM、
デビットカード、またはオンライン・バンキング手数料など）について
は、現行のPersonal Accounts Fee Scheduleを参照してください。
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営業日 - 土曜または日曜日に営業する場合があったとしても、連邦
祝祭日を除く月曜から金曜日を指します。

口座情報の開示 - 当行は、お客さまの口座およびお客さまが行った
取引に関連する情報を他者に開示することがあります（プライバシー
および他者への情報開示セクションを参照）。

サービスの終了 - 当行は、理由のあるなしに関わらず、以下の場合
に、電子資金振込サービスのご利用をいつでも終了または一時停止
することがあります。

•  お客さまが、本規定または当行とのその他のあらゆる規定に違反
した場合

•  お客さまの口座またはPINの不正使用があったか、ある可能性があ
ると当行が考えられる根拠がある場合

•  お客さまの口座内の資金について対立する主張がある場合
•  お客さまが、サービスの利用の終了または一時停止を依頼した場合

電信振込およびその他の資金振込依頼
以下の条項は、Commercial Code（商法）第4A条（カリフォルニア
州ではディビジョン 11）が適用される振込に適用されます（例えば、
国内電信振込や一定の電話による振込）。これらは、電子資金振込セ
クションに記載された取引、小切手、為替、または類似した証書によ
る支払い、またはElectronic Fund Transfer Actの適用を受ける外国
振込には適用されません。当行との間に資金振込依頼に関する別途
の規定がある場合、当該規定の条件が、本口座規定記載の条件と抵
触する点に関して、優先して適用されます。

資金振込依頼の手続き - 当行の裁量で、当行の別の口座への、また
は別の金融機関で維持されている口座への資金振込に関する資金
振込依頼の手続きを行うことができます。当行は、理由または予告な
くいかなる資金振込依頼も拒否する権利を留保し、その拒否につい
ては口頭で、電子的に、または書面により通知する場合があります。

同日実行受付締切時間 - 当行の資金振込依頼の手続き時間は、所
在地、取引タイプ、およびその他の要因によって異なります。処理時
間に関する情報は、ご希望に応じて入手可能です。当行は、同日実行
受付締切時間後に受領した振込のご依頼は、翌営業日に処理するこ
とがあります。

振込依頼の正確性 - 振込依頼に関し、受益者およびその受益者の金
融機関について正確に記述していただく必要があります。いずれかの
受益者または機関の名称、および口座番号または識別番号の記述が
一致していない場合、当行およびその他の機関は、その番号が記名
された受益者または機関と異なる人物または事業体を特定する場合
でも、あくまでもご依頼された番号に順じて手続きを進める場合が
あります。当行はまた、被仕向送金（振込）を、ご依頼内容に記載の
ある一致していない名称ではなく、口座番号に基づき処理すること
があります。お客さまからの振込依頼の内容に誤りがあった場合に
は、その誤りについて当行が利用するセキュリティ手続きにより認知
する余地があったかにかかわらず、振込依頼に基づく金額の支払い
をすることに合意するものとします。

振込依頼の取消および修正 - 当行が振込依頼を受領した後は、その
いかなる振込依頼についても取消（Electronic Fund Transfer Actの
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適用を受ける一定の取引を除く）または修正を行う権利はお客さま
にはありません。当行は独自の裁量で、お客さまからの修正または取
消の要請に対して処置を試みることはありますが（例えば、当行が対
応できるタイミングおよび方法で要請を受ける限り）、当行は、変更
や取消を実行できたかもしれない場合であっても、当該要請に対応
できなかったことや拒否したことについて責任を負いません。

不正振込依頼 - 当行は、お客さまとの間で合意したセキュリティ手続
きに従うことを前提に、当行がお客さま自身からのご依頼またはお
客さまの承認をうけてのご依頼であると考えるいかなる振込依頼も
処理することがあります。

このような振込依頼は、それがお客さまによるものまたはお客さまに
より承認されたものでない場合であっても、あたかもお客さまによっ
てなされたものであるかのように有効な振込依頼とみなされ、お客
さまは、依頼されている金額を当行に支払う義務を負います。別のセ
キュリティ手続きに当行が合意しない限り、当行が、資金振込依頼の
信憑性および内容を（数ある方法の中で）お客さまに電話をして確
認することがあることに、お客さまは同意するものとします。お客さ
まとの連絡が取れない場合、または振込依頼そのものが当行の要求
する方法で確認または承認されていない場合には、当行は、振込依
頼の履行を拒否することがあります。

電信振込の通知 - 当行は、お客さまの口座へのすべての電信振込活
動について定期的な口座明細で通知します。当行との間で、お客さま
の口座に関する電信振込活動について早期に通知を受けるよう特別
な取り決めを選択することができます。当該電信振込活動の早期通
知については、手数料を課金することがあります。適用される手数料 
一覧を参照してください。

誤処理の連絡 - すべての明細書および通知を直ちに見直して、各振
込依頼の正確性および権限を確認することに同意するものとしま
す。お客さまの振込依頼内容と確認書もしくは口座明細書との間に
何らかの不一致がある場合、または、振込に関連してその他の問題
を見つけた場合には、当行まで直ちに通知しなければなりません。
不一致またはその他の問題について、適当な期間（問題を最初に発
見した日と、その問題を反映する明細書または通知を受領した日のう
ち、どちらか早い方の日から 60日を超えない期間）内に、関連する
事実についての説明が記載された書面による通知を当行まで送付し
なければなりません。

Regulation Eの対象となる外国為替振込については、本口座規定の
電子振込に関する誤処理や疑問がある場合セクションの特定の誤処
理解決の権利、義務、および責任を参照してください。

責任制限 - 当行による何らかの行為または不履行に対する責任は、
お客さまが被った直接的な損失（もしあれば）および利息の支払い
を超えないものとします。資金振込依頼に関連してお客さまが被っ
た何らかの結果損害、間接損害、または特別損害については、当行が
かかる損害の可能性に気づいていた場合であっても、当行は責任を
負いません。



41

紛争解決
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、
本規定に定められている場合を除き、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。
以下の条項は、お客さまと当行の間における本口座規定に関連する
いかなる請求、訴因、訴訟手続き、またはその他の紛争（それぞれ、 
「請求」とする）、ならびにそれらに関連する法律または事実につい
てのあらゆる問題について、適用されます。

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その
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（「請求の制限」）
であることことに合意します。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 Civil 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、
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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
ないすべての請求を（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。

仲裁費用
適用される仲裁規則が、お客さまにとってより有利でない限り、当行
は、（i）当行が開始した仲裁のすべての仲裁費用、および（ii）お客さ
まが開始した仲裁の申立て、事務、および仲裁人の手数料のうち最
初の 2,500ドルを立て替えます。適用法および当行との合意によって
許容される範囲で、仲裁人は、仲裁費用および弁護士費用を勝訴当
事者に与えることがあります。

補足条件
口座情報の報告

不適切な入出金によりお客さまの口座を閉鎖する場合、当行は
ChexSystems,Inc.などの消費者情報報告機関にお客さまのことを
報告することがあります。この消費者情報報告機関は、この情報を
他の金融機関に提供する場合があります。このことが、お客さまが
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いずれかの金融機関で口座開設を行う能力に悪影響を与えることが
あります。

口座保有権
個人 - お客さまは一個人として、口座の唯一の口座保有者です。死
亡に際して、資金はお客さまの遺産の一部となり、お客さまの遺産
計画に従って、または遺産計画がない場合は州法によって譲渡され
ます。

合有- 全口座保有者は、生存期間中、口座の利益を保有します。口座
保有者の1人が死亡した場合、口座保有権および口座内の全資金は
生存している口座保有者に直ちに、かつ自動的に譲渡されます。「合
同」または「合有」と指定され、その他の指定がない口座は、「生存
者財産権を持つ合有」と解釈されます。

夫婦共有財産 - 口座保有者（配偶者または法的に認められたドメス
ティックパートナーでなければならない）は、口座に関し平等な権利
を有します。同口座にはすべての夫婦共有財産と同じ規則が適用さ
れます。合有口座とは異なり、夫婦共有財産口座の保有権は、口座
保有者のいずれかが死亡した際に、生存者に自動的に譲渡されませ
ん。これは、夫婦共有財産の一部が、死亡した夫または妻の遺言もし
くはその他の贈与の対象となる場合があるためです。

California Uniform Transfers to Minors Act（カリフォルニア州未
成年者財産譲渡法）／Uniform Transfers to Minors Act（未成年
者財産譲渡法） - この口座は、未成年者の後見人として資金を保有
する者が開設でき、変更不可能です。この口座は後見人によって管
理されますが、未成年者によって保有されます。成年に達すると、ま
たは法律で認められたもしくは法律（裁判所命令を含む）で要求さ
れる年齢に達すると、資金は未成年に属します。

死亡時支払登録口座の指定
この口座が提供されている目的：この口座は、指定された口座保
有者が保有します。口座保有者（または共同口座を持つ口座保有
者）の死亡に伴い、口座の資金は、指定された生存している受益者
に分与されます。受益者は個人でなければならず、事業体、慈善、信
託または類似する主体であってはいけません。

口座保有者は、その生存期間中には、口座を完全に管理でき、口座
への預金や口座からの引き出しをすることができます。生存してい
る最後の口座保有者の死亡に伴い、口座の資金は、生存している
受益者に分与されます。注意事項：この口座が信託財産であれば、
死亡時支払い先の指定は使用されません。

複数の受益者について：生存している受益者が複数いる場合、口
座保有者の死亡前に、口座保有者によって、書面により当行が別
途の指名を受けていない限り、それぞれが等しい資金の分配を受
けます。

受益者の変更について：口座保有者は、その生存期間に口座の書
類を更新することにより、受益者を変更することができます。

口座規定の追加または変更
変更についてお客さまに通知する方法：当行は、お客さまとの当行
の本口座規定の条件を、いかなる時であっても、追加、削除、また
は変更することができます。当該決定の際、当行は、通知、声明メ
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ッセージ、または修正済み口座規定を、口座名義人のいずれかに、
お客さま、お客さまの口座、または問題のサービスについてのファ
イル記載の最新の住所（所在地または電子メール）宛てに、郵送、
電子メール送信、または交付することがあります。ファイル記載の
現住所と電子メールアドレスを最新の状態に保つのは、お客さまの
責任です。

変更が発生する前の通知について：法律で別途義務付けられてい
ない限り、当行は、事前通知なしに口座規定を修正することがあり
ます（例えば、情報を当行の支店または当行のウェブサイトに掲示
するか、またはその他の方法により、お客さまが入手できるように
します）。当行は、ある一定の口座について、類似したサービスで代
替を行ったり、現在提供しているサービスを中止したりする場合に
は、事前通知をすることがあります。ただし、当行は、その変更が安
全対策上の理由から要求される場合、お客さまにとって有益であ
る変更について（例えば、手数料等の減額や排除、またはサービス
の追加）、お客さまに通知する義務はありません。

調整
調整がなされる場合：当行は、訂正や変更が必要なときにはいつ
でも、お客さまの口座に対する調整を行うことがあります。例え
ば、預金が間違った金額で記録またはキー入力された場合、または
お客さまが預け入れた品目が未払いで返却された場合など、調整
が発生することがあります。

口座タイプの変更
お客さまの口座番号にどう影響するか：お客さまが口座タイプの
変更をご依頼いただくと、お客さまの口座番号の変更または新し
い小切手の注文を行うことなく、変更することができます。適用さ
れるサービス手数料がある場合、新しいタイプの口座に基づきま
す。

変更が有効になるのはいつか：口座タイプの変更をご依頼いただ
いた場合、新しいタイプの口座への変更は、商品を変更した営業日
に有効になります。土曜日に行われた変更は、翌営業日に有効に
なります。

お客さまの口座に対する利息への影響：

•  お客さまが利息の付かない口座に変更した場合 - 最後の月間明
細書期間の末日以降に生じたお客さまの口座への未払利息は放
棄することになります。

•  お客さまが利息付きの口座に変更した場合 - 利息の付かない口
座から利息の付く口座に変更した場合、遅くとも変更日の翌営業
日から利息が発生します。利息の付く口座から、利息の付く別の
タイプの口座に変更する場合、新しい金利がその日に有効となり
ます。変更日までに発生したすべての利息は、お客さまの口座に
維持され、お客さまの口座に、新しいタイプの口座に基づく利息
が発生し始めます。

口座保有名義または住所の変更
お客さまが当行に通知すべき場合：お客さまのお名前、ご住所、電
子メールアドレス、またはお客さまの口座の署名権者に変更がある
場合、当行に直ちに通知することに同意するものとします。お客さ
まが郵送先住所を私書箱に変更するよう要請された場合、当行は
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実在の住所を確認するようお願いいたします。当行は、当行に送付
された郵便通知またはその他政府通達に基づいてお客さまの住所
を変更する権利を留保します。

変更をするために提供していただく必要がある内容：当行は、お客
さまの口座の保有権を確定するために、当行の口座記録に依拠す
ることがあります。お客さまの口座の保有権の変更（例えば個人か
ら信託への移転）を希望する場合については、当行までお知らせ
ください。その保有権の移転を反映するよう、当行の記録が変更さ
れることが必要です。保有権もしくは署名権者の変更を有効にす
る前に、新しい署名カードおよびその他の書類を要求することが
あります。

口座の署名権者の変更
変更について当行に通知しなければならない理由：お客さまの口
座の署名権者を変更されたい場合、当行が容認可能な形式での
書面によるお客さまからの特別の通知を当行が受け取る必要があ
り、この通知に対応するための相応の期間まで、当行は引き続き、
それまで許可されていたいずれかの人物が当行に対してその時点
より前に渡した品目および行った指図を引き受けることがありま
す。（新規もしくは更新された署名カードそれ自体は、いかなる既存
の支払いまたは振込プランを終了するための通知を意味するもの
ではないことをご了承ください。）

変更の導入の遅延について：場合によっては、お客さまが変更をす
ることができるようになる前に、当行は、取引が発生するのを避け
るために、お客さまの口座を解約するか、または当行に支払停止依
頼を提供していただくようお客さまにお願いすることがあります。
また、当行の記録上の署名権者の変更が遅れることがあります。お
客さまには、必要な変更を行うための適正な機会が当行に与えら
れることに同意するものとします。

小切手
小切手の印刷

印刷にかかる手数料：小切手の価格は、選択した小切手のタイプに
応じて異なります。最寄りのユニオンバンク支店にお問い合わせいた
だければ、小切手の現在の価格に関する情報を入手することができ
ます。小切手の手数料は、時折特別の予告なしに変更されることが
あります。また、視覚に障害のある方用の特別なガイドライン小切手
も無料でご用意いたしますので、お問い合わせください。

小切手についてのお客さまの責任：お客さまには、小切手および預
金入金票に記載されたすべての情報の正確さを確認する責任があり
ます。誤りを見つけた場合、当行まで直ちにお知らせください。不正
確に印刷された小切手または預金入金票に起因する損失に対して当
行は責任を負いません。

お客さまご自身で小切手を印刷する場合：お客さまご自身で小切手
の印刷を手配する場合、以下の事項について責任があります：

•  小切手の形式、コード化、および書式は、当行の小切手仕様要件に
従うとともに、事前に当行に承認されなければなりません。お客さ
まの小切手に印刷される名前は、当行の口座記録にある名前と一
致しなければなりません。
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•  小切手が当行の仕様を満たしていないか、または印刷の品質が低い
場合、処理中に拒否された各小切手について手数料を請求するこ
とがあります。

•  小切手の表面もしくは裏面の情報を覆い隠したり、変更したり、損
なったりするような、またはその他の方法で当行もしくは他の銀行
が自動化された小切手処理中にかかる情報の取り込みを不可能に
するような、特徴やマークの入った小切手は発行しないことに、お客
さまは同意するものとします。

•  当行では、偽造防止措置を備えた小切手をご利用いただけます。当
行の偽造防止機能を備えた小切手、またはその他の同様の機能を
備えた小切手を使用しないことをご選択いただいた場合、お客さま
において小切手の安全対策を講じ、また返却されたすべての小切手
および明細書を受け取った時点ですぐに確認するという、追加的な
責任を負うことに、同意するものとします。

小切手の安全対策 -

空欄（未使用の）小切手の取り扱い方法：空欄小切手の安全対策
を講じ、それらの不正使用を防止する適切な措置を取ることに同意
するものとします。

小切手の紛失または盗難があった場合：お客さまの小切手に紛
失または盗難があった場合、当行まで直ちに通知することに同意
するものとします。安全対策上の理由から、当行は、お客さまの口
座を解約し、残高を新しい口座に移動する権利を留保します。そ
の場合、書かれたものの未だ支払われていないすべての小切手は、
「Account Closed (口座解約済み)」または「Refer to Maker (振出
人に回付）」として受取人に戻されることがあります。お客さまは、
代替の小切手を発行する責任を負います。

特殊な指示付きの小切手 - 当行にはその義務はありませんが、表面
または裏面の区別なく、任意の形式または書式での特別な制限事項
または注記（例えば、「Void after 6 months (6ヵ月後に無効）」、「2 
Signatures Required （2名の署名が必要）」、「 Void over $50（50
ドルを超えると無効）」、「 Payment in Full（全額払い）」、およびこ
れに類する表記）が含まれる小切手およびその他の品目の支払いま
たは承認をすることがあります。当該注記のある品目の換金もしくは
預金をし、または小切手を書く場合、それがお客さまと受取人または
振出人との間にのみ適用されることに同意するものとします。注記
は、当行に対し何らの効果も持たず、お客さまがその品目の支払いに
ついて責任を負うことに同意するものとします。

小切手の裏書き -

小切手に裏書きする方法：連邦規制には、小切手の裏の上部1.5イ
ンチ（縦方向に後縁から読み取るとき）は、受取人としてのお客さ
まの裏書き用スペースであるとの指定があります。裏書きは、自動
処理装置で読み取れるよう、青もしくは黒のインクで記載しなけれ
ばなりません。

小切手に裏書きする際に注意すべき理由：お客さまが、裏書き部
分外の部分に小切手の裏書きをしたり、マークを付けたり、その他
の方法で他の部分を覆い隠した場合、または読みにくい、不完全な
裏書きをした場合、その結果発生するいかなる損失、遅延、責任、
請求、または損害賠償からも、当行が損害を受けないようにするこ
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とに同意するものとします（モバイル小切手預入に要求される制限
付き裏書きについては、上部の本口座規定モバイル小切手預入の
セクションおよびOnline Banking Service Agreementもご参照く
ださい）。

小切手画像と写し -

支払済みの小切手：オンラインおよびモバイル・バンキングで支払
済み小切手を無償で確認することも可能です。要望に応え、支払済
み小切手の画像を（明細書として）口座明細と合わせて毎月お客さ
まに提供します。小切手の画像手数料がかかることがあります。

お客さまの小切手の原本は、小切手を処理した後まもなく破棄さ
れることがありますが、当行は小切手の記録を画像として7年間保
持します。

小切手の写しの要請方法：小切手の写しは、テレフォン・バンキン
グ、オンライン・バンキング、当行の支店のいずれかで、または郵送
で要請することによって入手できます。要請にあたっては、お名前、
口座番号、小切手番号、小切手の金額、および（ご存知の場合に
は）小切手が支払われた日付等の情報が必要です。

小切手の写しに対するお客さまへのご請求：暦月で毎月最初の2件
の小切手の写しについては無料です。その後は、各写し（小切手の
裏面および表面を含む）についてお客さまの口座に手数料を請求
します。

お客さまの小切手の写しを提供できない場合：いかなる状況下で
も、小切手の写しを当行が提供できないことについて当行は、間接
損害賠償、特別損害賠償、または派生損害賠償の責任を一切負い
ません。当行に責任がある場合でも、その責任額は、問題の小切手
の額面金額を超えることはなく、また損失についての合理的な証明
を当行に提供いただく必要があります。

小切手処理締切時間 - 当行が支払用小切手を土曜日、日曜日、また
は連邦祝祭日、もしくは当行の営業日の営業終了後に受け取った場
合、または別の方法で提示された場合、当行は、翌営業日に受領した
ものとして見なすことがあります。特に明記されていない限り、時間
は太平洋時間を意味します。

当行が受けた小切手が関与するあらゆる情報、通知、支払停止、また
は法的手続きに関連する当行の処理締切時間は、小切手を受け取っ
た営業日の翌営業日の始業から1時間後です。当行が実行する相殺に
関する締切時間は、小切手を受け取った営業日の翌営業日の真夜中
またはそれ以降に到来する当行の小切手返却期限時刻です。前営業
日に当行が受け取った（ただし、最終的に支払われてはいない）特定
の小切手を支払うか返却を行うかという適用法上の当行の義務は、
締切時間により決定されます。

小切手署名の検証 - 
小切手の照合方法：当行は、一定の小切手を、その小切手に符号化
された情報に基づき、機械的に処理することがあります。

小切手の視覚的識別について：当行は、適切に記入され裏書きされ
ているかを確認するために、お客さまの各小切手を視覚的には点検
しないことがあり、また、重複した小切手、重複した通し番号の小
切手、不適切に符号化された品目、または符号化された通し番号の
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ない小切手の識別および/または返却を行う義務を負いません。当
行は、小切手を時々検査することがありますが、合理的な商業基準
では、当行が各小切手を目視検査することは要求されていません。

先日付小切手 - お客さまが将来の日付で発行され、記載されている
日付前に支払いのために提示される小切手。

先日付小切手が支払いのため提示された場合、当行は、その小切手
の日付前でも、小切手について支払いを行い、お客さまの口座から
引き落とすことがあります。

先日付小切手の支払停止：お客さまは、先日付小切手の支払い
を停止するには、正確な金額（ドルおよびセント）、口座番号、小切
手番号、小切手の日付、および受取人の氏名を当行に提示する必要
があります。また、当行がそれに対して対応する適切な機会を確保
できるよう、この情報を適時に提供していただく必要があります（
例えば、支店で書面によるか、またはテレフォン・バンキング・サー
ビスを通して）。お客さまは、小切手の支払いを行う意思がある場
合、支払停止の取消を当行に指示する責任があります。

書面による通知の受け取り方法：ある小切手が、支払停止に
表記された日付よりも前に当行に提示された場合（支払停止の日
付または小切手の日付のどちらか早い方から最高6ヵ月）、当行は、
その小切手については支払わず、それを返却することがあります（
「payment stopped（支払停止済み）」、「 postdated（事後日付）」、
またはそのほかのマークが付されます）。6ヵ月後には、支払停止は
有効ではなくなり、更新しなければなりません。

正確で時宜を得た情報を当行に提示しなかった場合：当行
は、小切手に記載されている日付より前に、小切手の支払いをする
ことがあります。

手数料について：各回の支払停止に対し、支払停止手数料をい
ただくことがあります。Personal Accounts Fee Scheduleを参照し
てください。

当行が有効かつ適時の支払停止に対して先日付小切手を支
払う場合：当行がお客さまの口座に再び入金した場合、お客さま
は、受取人またはその他の小切手保有者に対する関連するすべての
権利を、当行に移転すること、また、その人物に対して取るいかなる
法的行為においても当行に協力することに同意するものとします。

送金為替（通常、遠隔作成小切手といいます）- お客さまの署名の 
ない送金為替または遠隔作成小切手。お客さまの署名の代わりに、
お客さまの印刷された名前またはお客さまが小切手を承認した旨の
記載があります。お客さまは、MICRコードを含む、有効な小切手の
適切な情報を提供することで、電話で送金為替の振出を許可するこ
とができます。送金為替は、クレジットカード会社、公共設備運営企
業または電話勧誘業者により振り出される例がよく見られます。1件
以上の送金小切手または送金為替によってお客さまの口座に請求を
受ける目的のため、お客さまがご自身の口座番号を第三者に提供さ
れる場合、お客さまの署名が含まれておらず、および請求されること
を許可した金額を超える場合であっても、お客さまはそうした送金
為替について当行が支払いを行うことを許可することとします。本条
項は、当行に当該送金為替を引き受けるよう義務付けるものではな
いものとします。当行は、同様の品目を過去に引き受けた場合であっ
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ても、理由または予告なく、かかる送金為替の引き受けを拒否するこ
とがあります。

遠隔作成小切手または送金為替は、当行の事前の書面による同意な
く、当行の口座に預け入れることはできません。当行が要請した場
合、お客さまは当該送金為替を作成および/または預け入れるお客さ
まの権限の証拠を当行に対して提供することに同意するものとしま
す。また、こうした送金為替に関連するかそれにより発生するすべて
の損失、費用、コスト（弁護士費用を含む）、請求、および債務（送金
為替が振り出された口座の名義人が承認していないとの請求が含ま
れるがそれに限定されない）についてお客さまは当行を補償し、当行
のために防御し、かつ当行がこれらを被らないようにすることに同意
するものとします。

代替小切手
代替小切手とは - 代替小切手は、作成された小切手の原本に法的
に相当するものであり、当該品目が未払いで送り返され、再び預金
される場合にのみ預入が受諾されます。当行が別途書面により合
意していない限り、当該代替小切手を当行が受け付けたことをもっ
て、当該品目を後に受け付けることを当行が義務付けられるもので
はないものとし、当行は、当該受付を予告なく終了することがあり
ます。当行が代替小切手の預入を承認した場合、当該小切手の結
果として当行に発生するすべての損失、コストおよび費用（弁護士
費用を含む）、請求、訴訟、法的手続きについてお客さまは当行を
補償し、当行のために防御し、かつ当行がこれらを被らないように
することに同意するものとします。上記損失等には、a) 代替小切手
が法的に小切手の原本の相当物たりうるための要件を満たすこと
ができなかったこと、 b) 請求者が、小切手の原本、代替小切手、
あるいはそのいずれかの紙の写しまたは電子コピーに基づき二重
払いをしたこと、またはc) 小切手の原本ではなく代替小切手を受
領したために損失を被ったこと、を理由に当行に対して提起された
いかなる損失補償または保証の請求も含まれますが、これらに限
定されません。当行が要請した場合、お客さまは、小切手の原本、
または切り取りを行った（truncated、すなわち、現物から電子形式
に変換した）時点での小切手の原本の表面と裏面にある全ての情
報を正確に反映した写しを、当行に直ちに提出することに同意する
ものとします。当行は、小切手の原本を代替小切手に変換すること
があります。

以下の情報は、当行から代替小切手を受け取ったときにお客さま
が有することとなる権利を説明するものです。これらの権利は、小
切手の原本またはお客さまの口座への電子借方表記には適用され
ません。ただし、これらの取引に関しては、他の法律に基づく権利
があります。当行からお客さまに返却された一部またはすべての小
切手は、代替小切手であることがあります。この通知は、当行から
代替小切手を受け取ったときにお客さまが有することとなる権利
を説明するものです。

代替小切手およびお客さまの権利 -

小切手の処理を早めるために、連邦法は、銀行が小切手の原本を
（Check Clearing for the 21st Century Act（21世紀の小切手決済
法）に定義される）「代替小切手」で置き換えることを許容していま
す。これらの小切手は、小切手の原本と同様の大きさで、小切手の
原本の表面と裏面を若干縮小した画像がついています。代替小切
手の表面には次の表記があります：「This is a legal copy of your 
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check.（これはあなたの小切手の合法的な写しです。）You can 
use it the same way you would use the original check.（小切手
の原本と同じ方法でこれを使用できます。）」小切手の原本と全く
同様に、代替小切手を支払証明として使用することができます。

ある一定のケースにおいて、連邦法では、代替小切手がお客さまの
口座に記帳された場合にお客さまが被った損失について返金を求
めることのできる特別の手続きを規定しています（例えば、当行が
間違った金額をお客さまの口座から引き出しをした、または当行が
同一の小切手について複数回にわたりお客さまの口座から資金の
引き出しをしたとお考えの場合）。この手続きの下で、お客さまが
回復を試みることのできる損失には、お客さまの口座から引き出さ
れた金額およびその引き出しの結果として請求された手数料（例
えば、返却された小切手の手数料）が含まれることがあります。こ
の手続きの下での返金額は、お客さまの損失の金額または代替小
切手の金額のうち、どちらか少ない方に制限されます。また、お客
さまの口座が利息付きの口座である場合には、返金額に対する利
息を受け取る権利もあります。お客さまの損失が、代替小切手の金
額を超える場合、他の法律の下で追加の金額を回復することがで
きる場合があります。

この手続きを使用する場合、当行がお客さまの請求を受けてから 
10営業日以内に、お客さまは、その返金額のうち最高2,500ドルの
返金（加えて、お客さまの口座が利息付きである場合は利息）を
受け取ることができます。また返金の残額（加えて、お客さまの口
座が利息付きである場合は利息）については、当行がお客さまの
請求を受けてから暦日で遅くとも 45日以内に受け取ることができ
ます。

代替小切手がお客さまの口座に正しく記帳されたことが後日証明
できた場合には、当行は返金（返金に対して支払われるすべての利
息を含めて）を取り消すことがあります。

返金の請求方法 - お客さまが受け取り、お客さまの口座に記帳さ
れた代替小切手に関連して損失を被ったとお考えの場合、800-
238-4486までお問い合わせください。当行が問題の代替小切手ま
たはその代替小切手がお客さまの口座に記帳されたことを示す口
座明細書を郵送（もしくはお客さまが合意した別の方法で配達）し
た日付のうち、どちらか遅い方の日付から暦日で 40日以内にお問
い合わせいただかなければなりません。お客さまが特別な事情の
ために適時の請求をできなかった場合には、当行はこの期間を延
長します。

請求には、以下のすべてが含まれていなければなりません：

–  損失を被った理由の説明（例えば、引き出された金額が間違いで
あると考える）

–  損失の推定金額
–  お客さまが確かに損失を被ったことを確認するため、お客さまが

受け取った代替小切手が不十分である理由の説明
–  代替小切手の写しおよび/または当行がその代替小切手を特定す

る上で役立つ以下の情報：
a. お客さまのお名前と口座番号
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b. 小切手番号
c. お客さまの口座に代替小切手の請求が行われた日
d. お客さまが小切手を振出した相手の氏名
e. 小切手の正確な額（ドルおよびセント）

お客さまとの連絡
本「お客さまとの連絡」セクションでお客さまが当行に付与された
同意および合意は、当行の権限のある代表者に対しても及ぶもの
とします。

お客さまとの連絡方法：

お客さまは、お客さまが当行に提供している、または将来提供する
あらゆる電話番号（携帯電話番号を含む）に対して当行から電話を
することについて明示の同意を当行に付与します。取立ての目的ま
たは電話勧誘以外の目的（債権の取立ての目的を含むがこれに限
られない）で電話によりお客さまに連絡する場合、当行は自動ダイ
ヤル技術、人工・事前録音音声およびテキスト・メッセージを含むあ
らゆる手段を利用することができることに明示的に同意するもの
とします。お客さまは、お客さまの電話会社がこうした電話やメッ
セージの料金をお客さまに請求することがあることを了承するもの
とします。また、当行がすべての電話による通話、電子通信および
その他のお客さまとの連絡を監視し、録音することがあること、な
らびに当行が記録としてこれらを保存しておくことがあることに同
意するものとします。

当行が、お客さまから提供された、または今後提供されるあらゆ
る郵送先住所に郵便および宅配便でお客さまに連絡することがあ
ることにお客さまは同意するものとします。当行が、お客さまから
提供された、または今後提供されるあらゆる電子メールアドレスに
電子メールでお客さまに電子的に連絡することがあること、ならび
に当行が当行のオンライン・バンキング・サービスを通じてお客さ
まに電子的に連絡することがあることにお客さまは同意するもの
とします。無効または配信不能な電子メールアドレスの場合の詳細
については、Mobile and Online Banking Service Agreement for 
Personal and Small Business Accountsをご覧ください。

当行からお客さまへの送付物：当行が、口座の開示事項、条件の
変更の通知、プライバシーの開示事項、手数料一覧、もしくは取引
の通知および警告など、お客さまの口座についての何らかの通知、
記録、またはその他の情報を、お客さまの口座用のファイルにある
最新の住所（もしくは電子メールアドレス）宛てに、個別にまたは当
行が定期に送付する明細書に添えて、お客さまに送付することが
あることにお客さまは同意するものとします。

お客さまに交付されたとみなされる時期：情報または通知（明細
書を含む）は、郵送された時点または他の方法（例：お客さまが電
子的方法で連絡を取ることに合意している場合、ウェブサイトへの
掲示もしくは電子メールアドレスへの送信）でお客さまが利用でき
るようになった時点で交付されたとみなされることに、お客さまは
同意するものとします。口座保有者または署名権者宛てに送付さ
れた情報または通知は、すべての口座保有者および署名権者に交
付されたとみなされます。
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明細書および通知の送り先：明細書および通知は、通常、お客さま
の口座またはサービス用に当行の名簿に載っている最新の住所 
（または電子メールアドレス）に送付されます。

明細書を受け取っていない場合：通常なら受領すべき日までに、明
細書を受け取っていない場合は、当行まで速やかに通知してくだ
さい。

当行が明細書を保留している場合または郵便が返送された場合の
対応：お客さまが現在の住所を当行に提供されていないために、
当行が明細書または通知を保留している場合、明細書または通知
は、作成された時点（お客さまの明細書を保留する場合）、その他
の何らかの方法（例えば、お客さまが電子的方法で連絡を取ること
に合意している場合、お客さまの電子メールアドレスへの送信）で
お客さまが入手できる状態になった時点、または郵送された時点（
郵便で返却される場合）で、お客さまに配達されたものとみなされ
ることに、お客さまは同意するものとします。当行の裁量により、当
行に返却された、または配達不可であると判断された郵便物を破
棄することがあります。

関連用法の遵守
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。

関連法への遵守．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
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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。

口座保有権または管理に対する相対立する請求
どのようなタイプの争いまたは問題が口座に影響を及ぼし得るか：

•  口座もしくはその資金の保有権について何らかの疑義がある場
合、またはその保有権もしくは管理について対立する要求がある
場合

•  任意の人物について、その方が当行に対し指図を出す権限を有し
ているか当行が判断できない場合

•  高齢者または成人被扶養者について経済的な濫用が行われてい
る疑いがあり、成人保護サービスまたは類似した任意の州政府ま
たは地方自治体の機関が当行に口座の凍結または取引の拒否を
要請する場合

•  当行が取引に不正があるかまたは何らかの法律に違反している可
能性があると考える場合

当行独自の裁量により当行が取り得る対応：

1.  当行は、口座およびその資金に対する各人物の権利および権限
についての書面による証明を（当行の満足する形式および内容
で）受け取るまで、口座を凍結したり、取引を拒否したりすること
があります。

2.  当行は、資金の引き出し、口座の解約、または口座への変更が
行われる際、口座の署名権者の人数に関係なく、すべての口座保
有者または署名権者の署名もしくは承認を要求することがあり
ます。

3.  当行は、お客さまの費用で、口座または取引に関して、管轄権を
有する裁判所からの命令を取っていただくよう要請することがあ
ります（例えば、裁判所への当該資金についての競合権利者確定
手続きの申立により）。

4.  当行は、当行の記録に基づき、署名権者であると思われる人物に
より、当行に渡された小切手およびその他の指示を、引き続き引
き受けることがあります。
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留意すべき事項：当行は上記に記載した方法を実行する権利を有し
ますが、このことをもって、当行においてそれらの権利のうえに行動
するか、または取引を拒否する義務を負うこととなるものではないこ
とにつき、ご理解ください。

当行による情報収集に対する同意
お客さまのクレジット情報について：口座の開設および維持の審
査に役立てるため、お客さまは、身分証明目的で、また口座開設
後に随時、お客さまのクレジット・ヒストリーに関して、当行が信用
調査機関または第三者から情報を入手することを許可することと
します。

お客さまの住所に関する情報について：お客さまは、当行が、お客
さまの州のDMV(車両管理局）またはその他のいかなる政府機関か
ら住所の情報を入手することを許可することとします。

そのため、お客さまはCalifornia Vehicle Code（カリフォルニア州
自動車法）§1808.21（またはこれに相当する州法）に基づくお客さ
まの権利を放棄することとします。当行は、米国郵政公社、または
その他の政府機関、および公的な記録から住所の情報を入手する
場合もあります。当行は、この情報に基づいてお客さまの口座に関
連する住所を変更する権利を留保します。

締切時間
土曜日、日曜日、もしくは連邦祝祭日、または営業日の営業時間後に
当行が受け取ったかまたはその他の方法で提示された依頼は、翌営
業日に受け取ったものとして当行において扱われ、対処されることが
あります。他に明記されていない限り、時間は太平洋時間を意味しま
す（「小切手処理締切時間」も参照のこと）。

死亡時、または法的に無能力者であると認められた時
当行に通知する時期：お客さまの口座保有者、署名権者、もしくは
指定した受益者が死亡した場合、または（裁判所による、もしくは
例えば医師の診断書などのその他許容できる方法で）無能力者で
あると認められた場合、当行まで直ちに通知することに同意する
ものとします。

当行が取り得る方法：

•  当行は、死亡もしくは無能力者であるとの通知を受けるまで、す
べての口座保有者、署名権者、または指定した受益者は生存して
おり無能力者ではないものとして口座もしくはサービスに関して
対応することができ、これに基づいたいかなる作為または不作為
について責任を負いません。

•  当行は、その者が死亡したり、または無能力者と宣告された場合
には、預金および取引（例えば、政府または退職金の支払いで、
口座保有者が支払先であるもの）を凍結、相殺、拒否、および/ま
たは取り消すことがあります。

その他の口座保有者の責任：いずれかの口座保有者が死亡しまたは
無能力者となった後に口座から払い戻した資金を戻す義務を当行が
負った場合、その他の口座保有者はその金額について、当行に償還す
ることに同意するものとします。
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口座が、他の口座保有者とともに合法的に共有されている場合：
• 共同保有権－お客さまの口座保有者記録に共同保有である旨が

記載されている場合、いずれかの口座保有者が死亡したとき、死
亡した口座保有者の持分は、これと異なる意図であったことの明
白かつ確信を抱くに足る証拠が署名カード上にない限り、自動的
に生存している口座保有者に移転します。

• 死亡給付およびトッテン信託（「受益者のための信託」）－これ
らの口座は、最後に死亡した口座保有者の死亡時において生存
している指名受益者に自動的に（また、当行の記録において異な
る旨が表示されていない限り等しい持分で）移転します。

保有権に関する疑問がある場合：ある口座保有者の死亡時点でいず
れかの者に属する資金の保有権または資金の金額について当行に
疑問がある場合には、当行は、資金に対する各当事者の権利につい
ての証明（当行の満足するもの）を受領するまで口座のすべてまたは
一部を凍結することがあります。

預金保険
ユニオンバンクの口座は、Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) (連邦預金保険公社)により規制の限度まで保険の対象とな
っています。ユニオンバンク、PurePoint Financialと直接、または仲
介人（当行または別のブローカー）を通して、同一の当事者として維
持されている預金（定期預金口座を含む）はいずれも、適用される
FDIC預金保険金額の上限の算定との関係では、ユニオンバンクのお
客さまの預金口座にある預金と合算されます。当行の提供する商品
のうち FDICの保険の対象外である商品についての情報を提供する
際には、ご購入の決定をされる前に、当行はその事実を明確にお伝
えいたします。ご利用いただける FDIC預金保険の対象範囲を判断
するためには、お客さまにおいて、ユニオンバンクおよびPurePoint® 
Financialに保有する預金の合計金額を常に把握しておいていただく
責任があります。

FDIC保険についてより詳細な情報を希望される場合：

書面： FDIC  
 550 17th Street, N.W.  
 Washington, D.C. 20429

電話： 877-275-3342 

テレタイプライター（TTY）： 800-877-8339

FDICの営業時間： 
月曜日～金曜日 午前8時～午後6時（東部時間） 
土曜日～日曜日、午前8時～午後1時（東部時間） 
日曜日休業 
（連邦祝祭日を除く）

ウェブサイト： www.fdic.gov

注意義務
お客さまに対する当行の法的義務について：当行は、お客さまに対
して、当行において同様の状況に置かれた銀行が準拠する一般的な
基準から不合理に逸脱していない基準に準拠することのみ求められ
る、通常の注意義務を負っています。例えば、当行が自動的な手段で
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品目を処理する場合、「通常の注意」では当行はその品目を調査す
る必要はありません。別途書面によって当行が特に合意しない限り、
お客さまの口座または口座サービスに関連して、お客さまと当行との
間には、信任関係、準信任関係、またはその他の特殊な関係は存在
しません。

合理的な商業上の注意義務の基準について：合理的な商業上の注
意義務の基準および一般的な銀行業務の慣行の程度を超えて当行
が維持している内部方針または手続きはいずれも、当行自らの利益
を意図したものであって、それらを備えていなかった場合において適
用されるであろう基準よりも高度の注意義務の基準を当行に課す
ものではありません。本口座規定に対する第三者受益者は存在しま
せん。

複写署名
複写署名とは：複写小切手署名とは、お客さまの実際の手書きの
署名ではなく、印字署名、複写署名、表記、印、またはその他の機械
的符号の形でお客さまの口座から小切手を振り出す手続きまたは
メカニズムです。

その使用についての要件：お客さまは、お客さまが代表的なサンプ
ルを提出して、当行がその使用を承認しない限り、小切手に複写署
名を使用しないことに同意するものとします。

複写による品目の支払いについて：当行は、複写署名がある品目
は、当行独自の裁量により受付を拒否することも、支払いをするこ
ともあります。

お客さまの責任：

•  お客さまの口座またはサービスに関連して、お客さまが提供した
実際の署名または複写署名（色や大きさの違いを無視して）と類
似した署名に当行が依拠した場合、お客さまは、当行が行った一
切の支払いについてお客さまが全面的に責任を負うことに同意す
るものとします。

•  お客さまの承認された複写署名がされていると思われるいかなる
小切手に対しても、当行が、それ以上問うことなく、その小切手の
支払いを行うことを許可していただきます。これには、コンピュー
タ上で生成された署名（お客さまが代表的なサンプルを当行に提
供したかどうかに関係なく）が表示されたお客さまが作成した品
目が含まれますが、これに限定されません。

•  お客さまは、複写署名の誤用、不法もしくは不正使用または写し 
（手書き、スタンプ、機械的、電子的、またはそれ以外のいかなる
方法で付されたかにかかわりなく）により直接的または間接的に
発生する一切の訴訟、請求、損失、損害賠償、責任、および費用（
弁護士費用を含む）について当行を補償し、当行のために防御し、
かつ当行がこれらを被らないようにすることに同意するものとし
ます。

ファックス、ボイスメール、および電子メール
当行は通常、ファックス通信、ボイスメールまたは電子メールで受領
した指示を受け付けておらず、またこれらの方法で送信されたお客
さまのメッセージは当行の受領の翌営業日まで確認できないことが
あります。時間的に制約のある情報に関して、当行への連絡が必要な
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場合には、これらの連絡方法を用いるのは適切でない場合もあるこ
とを念頭に置いてください。

当行の管理できる範囲を超える事情（不可抗力）
当行は、天災（火災、洪水、地震など）、軍事的行動、ストライキもし
くは労働争議、禁輸、政府命令、事故、市民暴動、テロ攻撃、通信シ
ステムの不良、停電、資金送金システムもしくは政府の規則、または
その他不可抗力事象といった、本口座規定に基づく当行の義務の履
行を妨げる、当行が合理的に管理できる範囲を超える行為もしくは
事象に起因するいかなる損失、費用、不履行、または遅延について、
責任を負いません。

準拠法
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、適用されるクリアリング・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。

休眠口座
当行が口座を休眠扱いとする場合：州法では通常、一定期間が経
過しても口座保有者が連絡を行わず、または取引を行っていない
口座もしくはその他の財産（例、貸金庫の中身）があれば、それを
没収するか、あるいはお客さまの最新の住所に記載された米国の
州に移管することが求められます。ある一定期間の間、口座の活
動がないと判断した場合、当行は、その口座を内部的に「休眠」扱
いとします。安全対策上の理由から、お客さまの口座に適用され
る州の没収に関する法に規定されるある一定期間の間、お客さま
の口座に取引がない場合、また当行が、新しい取引がお客さまに
よって承認されたことを確認するために、お客さまに適時に連絡
を取ることができなかった場合、当行は、その口座からの引き出し
または送金を拒否することがあります。貸金庫に関する情報につ
いては、Safe Deposit Box Renter Agreement（貸金庫賃貸契約）
をご参照ください。
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注意事項：海外住所の口座は、その口座の籍がある州に引き渡さ
れます。

休眠口座に対するサービス手数料について：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。休眠口座が後に再び「非休眠口座」と分類されたとしても、
手数料は返還されません。

休眠口座内にある資金について：ある口座が休眠として分類され
ると、口座に活動がない場合、またはお客さまの口座に関して、請
求者のいない財産に関する州法で指定された期間内にお客さま
が当行に連絡をしなかった場合、当行は、お客さまの資産を該当
する州に移管（没収）させることができます。州に資金が移管され
た場合、お客さまにおいて資金の払い戻しを求めてその州に返還
請求をすることができます。

補償
本口座規定に別途規定されている内容を除き、お客さまは、a) お客
さまの口座または当行のサービスに関連したお客さまの作為もしく
は不作為、または b) 当行の作為もしくは不作為（ただし、本口座規
定またはお客さまの指図に従い、行われた/行われなかった場合）に
関連するか、それらにより発生するすべての請求、訴訟、法的手続き、
罰金、コスト、および費用（弁護士費用を含むが、これに限定されな
い）についてお客さまは当行を補償し、当行のために防御し、かつ当
行がこれらを被らないようにすることに同意するものとします。本条
項は本規定の終了後も存続します。

海外取引
ユニオンバンクは、基本的な当用買い、電信支払いサービス、および
Foreign Currency Time Deposits (FCTDs) （外貨定期預金）を含
む、外国為替サービスを提供しています。

外貨建てで処理される取引は、為替レートの毎日の変動の影響を受
けます。ユニオンバンクが取引を換算するとき、当行は、お客さまへ
の予告なしに、当行の裁量で為替レートを決定してから、その為替レ
ートをお客さまの取引に割り当てることがあります。お客さまには、
この手続きに合意し、および当行の為替レートの決定を承認するも
のとします。

FCTD口座は、米ドル建てで同じ許容限度額まで FDICによる保険の
対象となっています。預金元本は為替レートによるリスクをはらんで
おり、これが米ドルに換算した利息と元本の金額を目減りさせる作用
をもたらすことがあります。外貨建て定期預金のご利用には、米ドル
建てのチェッキング口座、セービングス口座またはその他対象となる
ユニオンバンク口座を維持する必要があります。

当行は、当行の為替レートの設定にあたり、数多くの要因を考慮する
ことがあります。これらの要因の一部には、他者の設定した為替レー
ト、当行の望む利益率、市場リスク、および信用リスクなどがありま
す。当行の為替レートが、1) 第三者により提供または報告されたレー
ト、 2) 当行により異なる時点で、異なる場所で、もしくは異なる取引
金額について提供されたレート、または 3) 異なる支払媒体（銀行手
形、小切手、および電信送金など）を介するレートと異なる場合、お
客さまが被り得るいかなる責任について、当行は責任を負いません。
以下の事項をご理解いただくものとします：
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•  小売および商取引向け、ならびに通常の営業時間後または週末に
成立した取引向けの当行の為替レートは、営業日に成立する大規
模な銀行間取引の為替レート（ウォール・ストリート・ジャーナルま
たはその他で報告されているレートは通常、大規模な銀行間取引
用です）とは異なること（通常、お客さまにとって有利ではありま
せん）、

•  他のディーラーが提供している為替レート、または他の情報源（オ
ンライン情報源を含む）に表示される為替レートは、当行のレート
とは異なることがあること、ならびに、

•  為替レートは、 非常に変動性が高く、一日のうちでも頻繁に変動す
ることがあること。

お客さまは、通貨間での為替レートの変動に関連する、または変動
から発生するすべてのリスクを負うことになります。

何らかの理由で、送金が返却された場合、当該外貨の入金額につい
て銀行の現行の買い相場に基づき返金の日付で当該通貨を米国ドル
に換算し、当行が被った手数料および費用、ならびに当行の為替業
務の手数料を差し引いた金額の米国ドルでの返金を承認することに
同意するものとします。お客さまは、当初の送金額を下回る金額を受
け取ることがあります。

さらに、海外取引は、外国銀行およびそれらの取引先銀行によって
決められた手数料がかかることがよくあり、またそれらは、現地の法
律および運用に基づき処理および返却がなされることがあります。
ユニオンバンクにおいてこれらの状況をコントロールすることはでき
ず、また、お客さまは、ユニオンバンクが、結果的に生じる手数料ま
たは入金をいずれもお客さまの口座に対して処理することを許可す
るものとします。

追加的なリスク、制約、およびその他の要件を含む、特定の外国為
替サービスに関するさらに詳しい情報については、Markets Foreign 
Exchange Department（213-236-6943）までお問い合わせくださ
い。

法的手続書類
当行は、差押え、強制執行もしくは債権差押え実行の令状、滞納処
分、差止命令、召喚状、令状、または当行が有効であると考える（その
判断が正しいか否かにかかわらず）その他の法的手続書類に従うこ
とがあります。法的に認められている限り、当行は、口頭で、電子的
に、または書面によりかかるプロセスをお客さまに通知する場合があ
ります。当行が、法的手続書類を送達した当事者から、当行の記録
の調査費用、コピー費用および取扱い費用について全額の償還を受
けていない場合、必要に応じて、当行は、当行の最低法的手続書類
対応手数料に加えて、こうした費用をお客さまの口座に請求すること
があります。お客さまの口座に関連した法的手続書類に対する応答
で当行が被った弁護士費用を含むいかなる費用または経費について
も、必要に応じて、お客さまは当行に対し償還することに同意するも
のとします。

当行は、法的手続書類に応答して当行が保管または取っておいた一
切の資金について利息を支払わないことがあります。法令上お客さ
まの口座または記録が維持されている当行の支店での名宛人への直
接の送達が要求されている場合であっても、当行が、当行の支店（請
求されている資金、記録、または財産を保有している場所以外に所在
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するものを含む）のいずれかに対して、名宛人へ直接、または郵便、
電子メール、またはファクシミリ送信により送達された法的手続書
類に従うことがあることに同意するものとします。信託または受託者
としての名義で開設された口座（例えば、「XYZ、Inc. - Client Trust 
Account」）も、当行の記録において明示的な書面による信託または
裁判所の命令の存在が明瞭に反映されていない限り、お客さまご自
身の財産に対する差押えおよびその他の法的手続書類の対象となる
ことがあることを承認していただきます。

提訴期間に関する制限
法令により別途要求されていない限り、お客さまの口座またはあら
ゆる口座サービスに関して、本口座規定に基づき、または法令により
発生する債務、義務、または権利の行使のための、お客さまによる
訴訟または法的手続きは、訴訟の原因が発生した日から遅くとも 1
年以内に開始されなければならないものとします。本セクションの
規定はいずれも、契約もしくは法律に規定されているお客さまによ
る行為の期限でより短いものについて、これを延長させるものではあ
りません。

新規口座の確認
当行は、お客さまの以前の銀行取引関係に関する情報を確認および
入手するために、第三者のサービスを使用することがあります。当行
はまた、お客さまの口座のステータス、履歴、および/または解約を、
かかる第三者のサービスに報告することもあります。

写し
写しが使用される理由：小切手およびその他の品目は、時には処
理中または移動中に紛失されることがあります。

写しが使用された場合：お客さまの口座で振り出されたとみられ
る小切手またはその他の品目の写しが、原本の代わりに、支払い
のために当行に提示された場合において、原本の品目が紛失した
か、または破棄されたことの、別の金融機関からの説明が添えら
れている場合には、当行はその写しに対して支払いをすることが
あります。

当行の責任について：当該小切手について支払停止指図が有効に
されていない限り、原本の品目が後から当行に提示され、当行に
より支払われた場合、当行は一切責任を負いません。

代理権
口座保有者は、口座について代理人を任命でき、また委任状を取り
消すことができます。特に権限を与えられているのでない限り、口座
保有者が受託者の資格においてのみ行為をする場合はここには含ま
れません。お客さまの口座にかかわる委任状の作成を計画している
場合、事前に当行に通知してください。要請があり次第、当行はその
目的で委任状フォームを提供することがあります。当行は州法に準拠
した統一法定様式委任状を受け付けることがあります。

代理人関係にあることが当該指図（例えば、代理人により署名され
た何らかの小切手）に記載されているかどうかにかかわらず、当行
は、代理人の指図に従い行動することがあります。ただし、委任者が
不適格の場合、委任者の代理として代理人が口座開設を要請した場
合は、受け付けることはできません。お客さまが委任状を取り消され
る場合には、必ず当行に書面による通知を直ちに送付いただく必要
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があります。これらの通知を受領後、当行はその対応に合理的な期間
をいただきます。当行は、当人がお客さまの利益のために行動してい
るかを確認するために、お客さまの代理人の行為を監視する義務を
一切負いません。

プライバシーおよび他者への情報開示
お客さまの要請であるかどうかにかかわりなく、定期に送付する明
細書が一つに連結される場合、その他の口座およびサービスについ
ての情報が含まれるそれらの明細書の写しが、口座保有者または口
座保有者として指定された者に提供されることがあることに、お客
さまは同意するものとします。

当行は、次の場合にお客さま、その預金口座、ローン口座およびお
客さまが実行された取引に関する情報を第三者に開示することがあ
ります。取引の検証または完了に必要または役立つ場合／消費者報
告機関にお客さまの口座の存在、履歴および状態を開示するため／
お客さまが当行に同意をされたとき／当行の関連会社に対して／当
行が共同マーケティング契約を持つ他の金融機関に対して／法律
または裁判所もしくは政府の命令に従うため／お客さまの口座に関
して犯罪が行われている可能性があると当行が考える場合に地方
自治体、州および連邦の当局に対して／ならびにその他法令で認め
られる場合。お客さまの口座での支払遅延、支払漏れ、およびその
他の不履行は、お客さまのクレジット・レポートに反映されることが
あります。当行のプライバシーポリシーの写しを請求するか、www.
unionbank.com/privacyで当行のプライバシーポリシーを参照し、当
行がお客さまの情報を共有する方法を制限する方法やその他の詳細
情報をご確認ください。

通貨代替物の購入
当行で販売されている銀行小切手またはマネー・オーダー
（monetary instruments（通貨代替物））は、ユニオンバンク取引口
座に振り出す小切手、または同口座からの引き落としでのみ購入が
できます。当行は、現金での購入の了承を拒否することがあります。
言い換えれば、通貨代替物を購入するには、まず現金をユニオンバ
ンク取引口座に預金する必要があります。定期預金口座またはIRAな
どの非取引型の預金口座を持つお客さまは、その取引の特別な処理
について行員と相談してください。

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。

記録の検索
小切手、明細書または他の類似する取引記録のコピーは、明細書の
発行日から最大7年まで要請に応じて提供できます。当行は、コピー
手数料に加えて、検索手数料をお客さまに請求することがあります。
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返却された品目または取引
お客さまが換金または預け入れた品目が未払いで返却されようとし
ているとの通知を当行が受けた場合、当行は、返却または未払いの
通知が適切または適時になされたかどうかに関わらず、その品目の
再決済を試みるか、問題の資金を保留にする（Funds Availabilityセ
クションを参照）、または、その金額（およびそれに対して生じた利
息）をお客さまの口座に請求することがあります。このことは、何ら
かの理由で未払いになった当行に振り出した小切手にも、また何ら
かの法令、規制、資金送金システム、またはクリアリング・ハウスの規
則に従い、当行に返却または請求される小切手およびその他の取引
にも当てはまります。当行は、お客さまに、その返却について対面で、
電話で、電子的に、または書面により通知することがあります。

お客さまの口座に預け入れられた品目の裏書きが偽造であるか、もし
くは裏書きがない、品目に改変が含まれている、または任意の品目ま
たは取引に関連してその他の保証違反があったなどの陳述のある、
偽証の場合に刑事罰を負うという条件下での宣誓供述書または宣誓
文を当行が受け取った場合、当行は、お客さまへの事前通知なしに、
その品目または取引をお客さまの口座に戻して請求するか、または
調査を待つ間その資金を保留にすることがあります。

返却品目の取り扱い -

当行はこれらの各取り扱いについて手数料を請求することがあるの
でご注意ください：

裏書きの保証および再決済：裏書きのない小切手を現金化また
は預け入れて、支払銀行がその小切手を未払いで返却した場合、
当行は、欠落した裏書きの保証を提供し、その小切手を再度決済
します。

重複通知：要請に応じて、当行は、返却された品目の重複通知を
お客さまに送付することができ、また代替小切手としても知られ
る画像差替書類（IRD）と共に追加的な通知を、主な住所または代
替住所に送付することができます。

返却された品目および手数料の代替口座への請求：当行は、返却
された品目の金額および関連する手数料を、お客さまの選択した
代替的な口座に請求することができます。

貸金庫サービス
一部の支店では貸金庫サービスを提供しています。これらのサービ
スのご利用は、Safe Deposit Box Renter Agreementの適用を受け
ます。金庫のサイズおよび空き状況は、所在地によって異なります。
このサービスに関連して手数料がかかることがあります。当行で預金
口座を維持しているお客さまのみに貸金庫の貸出をしています。

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。

お客さまが現役軍人である場合は当行までお知らせください。お客
さまおよびお客さまの扶養家族に追加の権利があることがありま
す。
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貸金庫の内容物には、FDIC保険はありません。お客さまの貸金庫の
内容物に保険をご希望の場合は、ご自分で保険を入手する必要があ
ります。ユニオンバンクおよびFDICは、貸金庫の内容物については保
険者の役割は務めません。

担保権
お客さまは、本口座規定のもとでまたは口座保有者による何らかの
口座サービス契約のもとで、現時点および/または将来的に当行に対
して負う債務の金額について、すべての現在および将来的な預金お
よび更新を含めたお客さまの口座への担保権を当行に付与します。
この条項は、IRAもしくは税金適格退職口座、またはそれ以外に法令
で禁止されている場合には適用されません。

身体に障害のある個人に対するサービス
当行は、聴力、視力、または言語の障害、またはその他の障害のある
個人を支援するためにいくつか補助をご提供させていただいており
ます。視力障害者用のガイドライン小切手、特別書式の資料、および
電話サービス、聴力障害者用の通信装置、ならびに特別なニーズのあ
るお客さまを支援するために利用できるその他の設備に関する情報
については、当行までお問い合わせください。

相殺
当行は、現在および/または将来において、あらゆる口座保有者が当
行に対し負う、あらゆる直接の、間接の、および/または取得された
債務について、口座内の資金の出所に関係なく、法令により許容され
ている最大の範囲で、お客さまに請求するか、またはお客さまの口
座内の資金と相殺することがあります。当行は、お客さまの当行に対
し負う債務を相殺する場合、その債務の額をお客さまの口座の資金
から差し引きます。この条項は、IRAまたは税金適格退職口座、消費
者クレジットカードの債務、またはそれ以外に法律で禁止されている
場合には適用されません。

可分性
本口座規定のいずれかの条項が無効または強制執行可能性がない
と判断された場合、その条項は分離され、本口座規定の残部は全て
そのまま有効に存続するものとします。

有効期限を過ぎた（古い）小切手
書かれた時点/小切手の日付から6ヵ月超経過してからある小切手が
当行に支払いのために提示された場合（「期限切れ小切手」）、当行
は、支払停止依頼の期限切れ後に提示があった場合でも、当行独自
の裁量で、当該小切手を支払うこともまた拒否をすることもありま
す。当行は、通常は、支払いのために提示された小切手の日付は確認
しません。当行には、有効期限を過ぎた小切手を見分けたりしたり、
またはそれらの支払いにつきお客さまの許可を求める義務はないこ
とに同意するものとします。

明細書および通知
明細書が届く時期：お客さまは、振込がない特定の月を除き、月次
の口座明細をお受け取りになります。いかなる場合でも、少なくと
も四半期に1度、明細書をお受け取りになります。
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明細書の送付オプション：主要口座については、「オンライン明細
書」または「紙媒体の明細書」のオプションから選択できます。

紙媒体の明細書には手数料またはより高額の月次サービス手数料
がかかることがあります。連結明細書のオプションは、オンライン
明細書では利用できません。

連結明細書について：お客さまが複数の適用対象口座を当行に保
有している場合、お客さまは連結明細書を要請することができま
す。お客さまは、最高20口のチェッキング口座、セービングス口座、
および/またはマネーマーケット口座について、指定した主要なチェ
ッキング口座と一緒に1つの包括的月間明細書に表記するよう指定
することができます。複数の口座を1つの明細書に連結するには、
主要チェッキング口座の1口座保有者は、連結される各口座の口座
保有者でもある必要があります。連結明細書はオンライン明細書
では利用できないため、紙媒体の明細書が郵送されます。

連結明細書のための月締め日付：1つの明細書に連結したすべての
口座は、同一の月締めの日付を有します。

連結明細書の写しの受取人：定期に送付する明細書が連結された
場合、連結明細書の写しが、口座保有者いずれかに、または口座
保有者によって権限を付与されたその他の人物に提供されること
があります。

特殊明細サービスについて：以下の特殊明細サービスがご利用い
ただけます。これらの明細サービスの一部には、手数料を請求する
ことがあることにご注意ください。
•  スナップショット明細書－お客さまの口座について明細期間の開

始以降のすべての活動を表示するもので、テレフォン・バンキング
または支店でご注文いただくもの

•  翌日配達または速達の宅配便
•  ATMミニ明細書

－  お客さまが選択したいかなる種類の口座についての最後の5
件の取引を、次の5件の取引を印刷するオプションとともに表
示します。

通知および明細書の見直し：当行が、通知または明細書を、電子的
またはその他の方法で提供した場合、お客さまは、誤処理または問
題がないかを確認するために、速やかにかつ注意深くそれを見直し
ていただく責任があります（不正取引および誤処理のセクションを
参照）。お客さまは、明細書、通知、または小切手に何らかの誤処
理、不一致、または不正の取引を発見された場合は、当行まで直ち
に通知することに同意するものとします。お客さまが当行への通知
を怠った場合、その不履行に起因する損失については、お客さまの
責任となることがあります。
電子明細書：お客さまが明細書を電子的に受領することを選択
した場合、詳細については、Mobile and Online Banking Service 
Agreement for Personal and Small Business Accountsをご参照
ください。

支払停止依頼
支払停止を要請できる人物：お客さまの口座の口座保有者もしくは
署名権者であればどなたでも、当行に小切手または取引の支払停
止を要請できます。 当行が品目に関する支払いを停止した場合、
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特定の状況において、その品目の受取人またはその他の保有者は、
その品目の金額とその他適切な手数料および損害賠償金をお客さ
まから受け取ることができる場合があります。

支払停止をするための必要事項：お客さまの支払停止依頼には、
口座番号、小切手番号、正確な金額（ドルおよびセント）、小切手ま
たは取引の日付、および受取人の名前が必要となります。依頼が不
完全または不正確である場合、支払停止依頼にもかかわらず小切
手または取引の支払いを行ったことについて、当行は責任を負いま
せん。不正確な、または不完全な支払停止依頼を当行が調査するた
めにさらに時間が必要な場合、品目の返却が遅れたり、貸越が発
生したりする可能性があります。当行が依頼に対応する合理的な機
会を確保できるようなタイミングおよび方法で、支払停止依頼を当
行が受ける必要があります。

手数料および制約について：毎回の支払停止依頼に対し、小切手
または取引当たりの手数料をいただきます。支払停止依頼は、6ヵ
月間有効です。それ以降は、追加手数料を支払って支払停止指図を
更新しない限り、小切手は支払われ、お客さまの口座に請求される
ことがあります。ACH支払停止命令は、口座保有者が指図の解除
を要請するまで、または対象として特定された品目が返却されるま
で有効です。

口頭での支払停止依頼について：当行が、口頭での支払停止依頼
に対応することを選択した場合、支払停止確認通知をお客さまに
郵送でお送りします。通知に誤りがある場合は直ちに当行までお知
らせください。そうでない場合、当行の記録は、いかなる口頭による
支払停止依頼またはその撤回がなされたことやその詳細、および
それに関する当行の決定にかかる決定的な証拠として取り扱われ
ることになります。

支払停止を発行できない取引：お客さまは、一度のATM、point-of-
sales (POS)、またはデビットカードによる取引の支払停止はできま
せん。銀行小切手に関しては、お客さまは、当行から購入した銀行
小切手の支払いを停止できる権利を自動的に取得するものではあ
りません。銀行小切手の紛失、盗難、もしくは破損の場合には、払
戻しを受ける、または銀行小切手の再発行を受けるための手続き
を当行に問い合わせてください。通常、お客さまは、銀行小切手と
その紛失、盗難もしくは破損の状況について記載したDeclaration 
of Loss of Cashier’s Checkフォームを作成し、偽証した場合には
偽証罪で罰せられるとの条件のもとその書面に署名しなければな
りません。当行はこの場合、お客さまの請求に対して支払いを行う
前にその銀行小切手の振出日から90日の期間をおかなければなり
ません。既に90日を経過している場合は、合理的な期間内にお客
さまの請求に対して対応させていただきます。その銀行小切手が
90日の待機期間中に提示された場合、当行は支払いを求める権限
を有する者にその銀行小切手の支払いを行うことがあります。その
場合、当行はお客さまの請求に対して支払いを行いません。

注意事項：支払いが処理された後にオンライン・バンキング・サー
ビスを通じて行われた支払停止要請についてはいずれも、当行に
おいてこれに対応する合理的な機会を持てないことがあります。そ
れらの小切手が支払われることを阻止するためには、お客さまが
オンラインで支払停止を依頼する前にその品目が支払われていな
いことを確認するため、お客さまより支店またはリテール・カスタ
マーサービスまで至急ご連絡いただかなければなりません。詳細
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については、 Mobile and Online Banking Service Agreement for 
Personal and Small Business Accountsを参照してください。

遠隔作成小切手の支払停止方法：加盟店によって電子商取引に変
換された小切手の支払停止をご希望の場合、銀行担当者に問い合
わせてください。電子商取引は、同日に処理されることがよくあり、
通常の支払停止依頼では停止できません。

サブ口座
サブ口座が作成される理由：規制上の報告およびリザーブのため、
当行はチェッキング口座を、チェッキングサブ口座とセービングス
サブ口座の 2つのサブ口座に区分します。当行は、月の初めに、当
行が適切と考える方法で、 2つのサブ口座に資金を割り当てます。
品目は取引サブ口座から支払われます。小切手およびその他の取
引を補う必要に応じて、資金がセービングスサブ口座から取引サブ
口座へ移動されます。

お客さまのチェッキング口座へのアクセスは、マスター口座レベル
で発生し、定期に送付する明細書上ではマスター口座レベルでの
取引が反映され、いずれのサブ口座も参照されません。マスター口
座およびサブ口座は当行の帳簿に保持されますが、お客さまはサ
ブ口座へ直接アクセスすることはできません。この項で規定されて
いる場合を除き、本口座規定の条項は、全体としてお客さまのチェ
ッキング口座に適用されます。

利息付きのチェッキング口座をお持ちの場合、お客さまの口座の
金利がサブ口座の連結残高に適用され、単一の金利が定期に送付
する明細書に表示されます。当行は、お客さまのチェッキング口座
が各種手数料およびアクティビティ手数料の免除の資格があるか
について、サブ口座の連結残高を基準に判断します。

税務書類
当行は、お客さまおよびInternal Revenue Service (IRS)(内国歳入
局)に対して、年間にお客さまが受け取った利息およびその他の支払
い（すなわち、報酬や昇進ボーナス）を報告することがあります。支払
われた利息またはその年の間に行われたその他の支払いは、全て、
報告の目的で合算されます。

口座の停止または解約
お客さまによる口座の解約：口座保有者または署名権者は、口座
をいつでも、理由のあるなしに関わらず解約することができます。
当行は、かかる解約について、その他の口座保有者または署名権者
に通知することは義務付けられていません。

当行によるお客さまの口座の解約：口座残高がゼロの場合、また
は資金不足、貸越、その他不十分な口座活動が認められる場合、不
正関連の目的で、またはその他の理由で、当行はお客さまの口座を
解約することがあります。当行はまた、口座名義人のいずれかに対
して口頭、電子媒体、または書面による通知を行い、お客さまの当
行の口座をいつでも、理由のあるなしに関わらず、終了させること
があります。

お客さまの利用可能資金について：資金が引き出されない場合、
当行は、合算した口座残高の銀行小切手を、口座名義人のいずれ
かに、口座用に当行の記録にある最新の住所宛てに送付すること
があります。その後は、資金には利息が付かなくなります（小切手
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が返却された場合、または何らかの理由で換金されないままであ
る場合であっても同様です）。

お客さまの未決済の取引について：当行は、口座が解約された後
に支払いのために提示された品目または取引を引き受けないこと
があります。当行独自の裁量で、その取引が第三者に対して当行に
よって保証されている場合（または、電子資金振込の取り決めの一
部として）、あるいは、未決済小切手について、お客さまが当行に対
して適時の支払停止依頼を提供しなかった場合には、口座が解約
された後で提示された、または発生する取引品目を引き受けること
があります。当該品目および取引については、依然としてお客さま
に責任があり、貸越として扱われることがあります。

請求される手数料：お客さまが口座を解約することを決定された
場合、お客さまの口座は、最後の明細書期間の日付から口座解約
日までの間の期間にかかる、比例配分したサービス手数料の対象
となることがあります。

口座に対する権利の移行または譲渡
別途合意がない限り、お客さまの口座の移転および譲渡は禁止さ
れています。口座に対するお客さまのいずれの権利も、当行の事前
の書面による同意なく、付与、移転、または譲渡することはできませ
ん。当行は、担保権の通知を含めて、お客さまの口座またはそれにつ
いての何らかの利益の譲渡の試みを、承認または認識する義務はあ
りません。

不正取引および誤処理
お客さまの口座に関わる誤処理、偽造、改ざん、またはその他の不正
活動を見つけた場合は、電話で直ちに当行まで通知しなければなり
ません。また、その後直ちに、取引または誤処理についての詳細、お
よび不正活動に関与している可能性があるとお客さまが疑う人物の
情報を含め、関連する事実について、当行に書面（当行が要請する場
合、不正に関する公証の宣誓供述書を含む）にて通知してください。
最新の小切手記入帳を維持し、当行がお客さま宛に送付し、または
お客さまのご利用が可能となったすべての明細書および通知を注意
深くかつ即座に見直すことに同意するものとします。

お客さまは、お客さまの口座に関わる誤処理や不正取引を発見し報
告することに最もふさわしい立場にいます。お客さまが、お客さまの
口座に関わる不正署名、改ざん、偽造、偽小切手、またはその他の不
正取引について、適切な期間（お客さまの明細書の発行日から 30日
以内の期間）内に当行に通知しなかった場合、その後、同一の不法行
為者による不正取引が発生しても、当行は責任を負いません。

お客さままたは当行のいずれかが注意したか注意しなかったかにか
かわりなく、お客さまが、お客さまの明細書の発行日またはその品目
または取引の情報がお客さまに利用可能となった日付のうちいずれ
か早い方から6ヵ月以内に、誤処理、不正署名、改ざん、偽造、偽小切
手、またはその他の不正引落について、それに気付かず報告しなかっ
た場合、お客さまは、当行に対する誤処理または不正取引に関する
主張ができなくなります。

お客さまには、誤処理または不正取引を理由に入金または払戻しの
請求をする場合、当行が必要とする、お客さまの口座、取引、および
請求した損失にまつわる状況に関するあらゆる合理的な情報を含む
申告書を、当行に提出することに同意するものとします。当行は、当
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行の要請から10日以内にお客さまの申告書を受け取る必要がありま
す。該当する場合、お客さまには、警察への報告書を作成し、要請に
応じてその報告書の写しを当行に提出することにも同意するものと
します。当行は、適切な期間を設け、請求のあった損失にまつわる状
況の調査を行います。調査中、法律で別途義務付けられていない限り
（例えば、特定の消費者電子資金振込サービスとの関連など）、お客
さまの口座に暫定的に入金する義務はありません。

当行の責任限度額は、お客さまによって証明された実際の損害額を
上回ることはありません。当行の責任は、 a）お客さまご自身の過失
または注意の欠如に起因する損失の金額、 b）当行の通常の注意の
行使によっても回避できなかったであろう損害の範囲、および c）お
客さまが第三者から回収した損失分（本条項に従い配分）が差し引
かれます。当行は、お客さまの過失に部分的にも起因する損失につ
いてはいずれも、当行が通常の注意をして行動した場合には、責任を
負いません。法律で別途義務付けられていない限り、当行は、利益お
よび/もしくは機会の喪失を含む、偶発的損害、特別損害、もしくは派
生的損害、またはお客さまが被った弁護士費用については、かかる
損害の可能性を認識していた場合でも責任は負いません。

損失をカバーする保険契約に基づき保有し得るすべての権利を追求
すること、および当行に補償対象に関する情報を提供することに同
意するものとします。損失についての当行の責任は、その損失につい
てお客さまが受け取ったか、または受け取る権利を有する保険金額
分だけ低減されます。当行が損失についてお客さまに弁済し、その
損失が保険の対象範囲となっている場合、本条項に従い、当行の弁
済の範囲で、保険契約に基づくお客さまの権利を当行に対し譲渡す
ることに同意するものとします。お客さまは、保険契約または保険債
券に関連する当行に対するすべての代位権を放棄します。

注意事項：代替小切手と一部の電子資金振込には異なる通知および
責任の規則が適用されます。代替小切手セクションと電子資金振込セ
クションをご覧ください。

権利放棄
当行は、本口座規定に基づく当行の権利を失うことなく、その行使を
遅らせることがあります。当行による何らかの権利放棄があっても、
その他の権利または別の時点での同一の権利の放棄とはみなされ
ないものとします。お客さまは、本口座規定に定める内容を除き、い
かなる種類のディリジェンス、要求、申し立て、抗議、および通知の権
利も放棄します。

所得税の源泉徴収
税金のための資金を源泉徴収する必要のある場合：連邦法に基づ
き免除されていない限り、偽証すれば偽証罪で罰せられるという
条件下で、お客さまが正しいTaxpayer Identification Number (TIN)
（納税者番号）を当行に提出しなかった場合、要求される認証情
報を当行に提供しなかった場合、 IRSが当行に源泉徴収するよう通
告した場合、または IRSがお客さまにお客さまが予備源泉徴収の対
象であると通知した場合には、当行は、お客さまの課税対象利息
および一定のその他の支払の一部を源泉徴収（これは、予備源泉
徴収と呼ばれる）することが義務付けられています。

提供しなければならない税務情報：お客さまは、税務申告をする
必要性の有無にかかわらず、お客さまのTINを提供する必要があり
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ます。また、お客さまは、予備源泉徴収の対象ではないことを証明
する必要があります。

利息の報告について：当行は、利息およびお客さまへのその他の
支払を、お客さまのTINと共に Internal Revenue Service (IRS)に報
告することがあります。

お客さまがTINを提供しなかった場合：当行は、お客さまが予備源
泉徴収および情報の報告を免除されている場合でも、お客さまか
ら認証済みのTINが提供されなかった口座の開設を拒否したり、ま
た解約することがあります。誤って予備源泉徴収がなされる可能性
を避けるため、免除された受取人は、そのTINを提供し、署名カー
ドに免除されている旨を表記すべきです。お客さまは、当行に正し
い TINを提供しなかったり、源泉徴収に関する情報を偽った場合に
は、民事罰および刑事罰の対象となることがあります。利息の報告
および源泉徴収に関するその他の情報については、お客さまの税
務顧問またはIRSまでお問い合わせください。

免除のステータスがある場合：予備源泉徴収の対象外である非居
住外国人、つまり外国人は、適切な証明書（例えば、W-8 BEN）を
作成して、その免除資格を証明する必要があります。非居住外国
人は、予備源泉徴収を回避するために、その免除資格を3年毎（ま
たは要請に応じて早期に）に証明しなければならないことがあり
ます。

注意事項：米国源泉取得を受け取る、有効なW-8BENを提出した非
居住外国人（個人）は、予備源泉徴収が免除されます。ただし、フ
ォーム1042で情報の報告が必要になる場合があります。
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お問い合わせ方法
本口座規定または ユニオンバンクの商品やサービスに関するご質問
がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
リテール・カスタマーサービス

800-238-4486

自動テレフォン・バンキングサービス： 
24時間年中無休 

取次サポート付きサービス：
午前7時～午後7時、月曜日～金曜日

午前8時～午後5時、土曜日
（太平洋時間）、連邦祝祭日を除く

聴覚障害のある方のためのテレフォン・バンキング： 
リレーサービスについては、7-1-1 

をダイヤルしてください。 
リレーオペレーターとお話しになる場合は 

1-800-238-4486、 
テレタイプライター(TTY) は 

1-800-826-7345をダイヤルしてください。

国内および外国電
信送金
•  電信送金の誤処

理に関するご連絡

Union Bank 
Wire Services Department 
1980 Saturn St. V02-490 

Monterey Park, CA 91755-7417
送金元の支店もしくはオフィス、または 

カスタマーサービス（800-238-4486）へ 
ご連絡ください。

ダイレクト・アクセスのお客さまの 
問い合わせ先： 800-922-9473 

午前7時30分～午後5時、月曜日～金曜日 
（太平洋時間）

The Private Bank 
クライアントサー
ビス

888-826-2669 
午前8時～午後5時、月曜日～金曜日 
（太平洋時間）、連邦祝祭日を除く

ご利用の用途：
•  カードもしくはデビットカードの紛失もしくは盗難、またはPINもしくはオ

ンライン・バンキングのアクセスコードの不正使用の報告（直ちにご連絡
ください）

•   口座残高およびレートに関する情報の確認
•   ダイレクト・デポジットがなされたかの確認
•  ATMカード、デビットカード、ACHまたはオンライン取引や小切手変換に関

する誤処理の報告
•   小切手の支払停止
•   オンライン・ビル・ペイの取消し
•   先日付小切手の支払停止
•   自動電子振込（ACH）の取消
•   小切手または代替小切手による損失に関する返金の要請
•  その他の電子商取引に関する質問
•  テレフォン・バンキングの使用またはそれに関する質問
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Priority Banking 
（プライオリティ・
バンキング）クライ
アントサービス

800-888-6466 
午前7時～午後7時、月曜日～金曜日 

午前8時～午後5時、土曜日 
（太平洋時間）、連邦祝祭日を除く

ジャパニーズ・カス
タマーサービスユ
ニット

877-479-5237 （米国から）または 
323-720-7554（米国外から） 

午前8時～午後5時、月曜日～金曜日 
（太平洋時間）、連邦祝祭日を除く

個人/スモールビジ
ネス年金口座 – 年金
プランセンター

Union Bank Retirement Plan Center 
P.O. Box 60319, Los Angeles, CA 90060

800-304-3854 オプション1 
午前8時～午後5時、月曜日～金曜日 
（太平洋時間）、連邦祝祭日を除く

聴覚に障害のある方のためのTDDテレフォンバン
キング：リレーサービスについては7-1-1をダイヤル
してください。リレーオペレーターとお話しになる

には1-800-304-3854。

ユニオンバンククレ
ジットカード
• 支払い
•  紛失/盗難の届け

出

ユニオンバンクカードサービス
888-642-3311（24時間年中無休）

聴覚に障害のある方のための 
テレフォンバンキング： 

リレーサービスについては7-1-1 
をダイヤルしてください。 

リレーオペレーターとお話になるには 
1-888-642-3311。

テレタイプライター 
（TTY）： 1-800-826-7345

または、mycreditcard.unionbank.com 
にアクセスしてください。
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