(注)申込書の仕様上、ブラウザ表示ではなく必ずダウンロードしてご利用ください。

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
申込書
ご記入にあたっては、別添の「記入の手引き」をご覧ください。
署名欄等の自署いただく欄を除いて、
入力いただけます。
自署いただく欄は黒のボールペンでご記入ください。
「共同名義口座」をご希望される場合は、
「共同名義人用」もご記入ください。
次ぺージには海外口座ご紹介サービスの規定が記載されています。
次ページおよびページ■・■は大切に保管してください。

ご郵送いただくもの

●申込書

• 右下番号 2、3、7、8、 、 、 のページをご提出ください。
•共同名義口座をご希望の場合は、◆4、◆5、◆9、◆ もご提出ください。

●本人確認資料（氏名・ご住所・生年月日等を確認させていただきます。）

• 本人確認書類として以下の項目から有効期限内の2つの書類のコピーが必要です。Aから２種、またはABから
各1種を選び、ご提出ください。＊1 ＊2 ＊3

1.日本の運転免許証／Japanese Driver’
s License
2.パスポート／ Passport＊1

顔写真のページと、氏名と現住所が書かれた所持人記入欄の両方のコピーが必要です。

A
●

※日本以外のパスポートまたは2020年2月4日以降に申請・交付の日本のパスポートは、
顔写真のページのみご提出ください。

3.住民基本台帳カード（写真付き）／ Basic Residential Register Card (with photo)
4.個人番号カード／ Individual Number Card

表面のコピーのみ必要です。
通知カードは除きます。

5.在留カードまたは特別永住者証明書／Resident Card･Special Permanent Resident Certificate
日本国籍以外の方は必ずご提出ください。

＊1

2.が日本以外のパスポートまたは2020年2月4日以降に申請・交付の日本のパスポートの場合は、2.と7.のクレジット
カードの組み合せはできません。

＊2

三菱UFJ銀行にお届出のお名前が、パスポートに記載されているリーガルネーム（法律上の名前）と異なる場合、
ユニオンバンクでの口座開設前に、リーガルネームが確認できる書類の提出をお願いする場合があります。

＊3

外国籍の方は英字氏名が確認できる本人確認資料が2点必要となります。米国籍の方は、米国パスポートが必須です。
米国パスポートがない場合は、口座開設をお引き受けできません。

6.運転経歴証明書／Certificate of Driving History
7.クレジットカード／ Credit Card

B
●

VISA®、
American Express®、
Mastercard®、DISCOVER®、JCBもしくはダイナースクラブのいずれか
カードナンバーとお名前が確認できるコピーが必要です。家族カード、法人カード、
コーポレートカードを除きます。

8.健康保険証／ Health Insurance Certificate

カード型健康保険証の場合で裏面に住所等の記入欄がある場合は、住所を裏面に記入のうえ、裏面のコピーもご提出ください。

1.3.5.6.について公的機関にて現住所を変更済の場合は裏面のコピーが必要です。

郵送方法

封筒をご用意のうえ、当申込書の最終ページの「宛名用紙」のラベルを貼り付けていただき、ご郵送ください。

ページ：2～5

本申込書に含まれている書類

「お客さまカード 兼 取次依頼書」
「お取引時確認記録表」
2、3ご本人様用 ◆4、◆5共同名義人様用

三菱ＵＦＪ銀行あてにMUFG Union Bank, N.A.
の口座開設の取り次ぎを依頼する書類です。
（Union Bank®＊4）
＊4

以下「ユニオンバンク」という。

ページ：7～

「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・アカウント申込書」

ユニオンバンクあてに預金口座の開設を申し込む書類です。
（三菱ＵＦＪ銀行がお取り次ぎいたします。）
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
H8‒6 A4 22.01 943 22.01

赤色

1

海外口座ご紹介サービス
《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》規定
第1条

（海外口座ご紹介サービス）
海外口座ご紹介サービス
（以下
「本サービス」
という）
とは、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（以下
「当行」
という）
が個人のお客さまのご依頼にもとづき、
ユニオンバンクあての預金口座開設申込をお取り次ぎするサービスです。

第2条

（適用される規定）
本サービスは、
当行の定める本規定によりますが、口座開設以降のユニオンバンクとのお取引は、別途、
ユニオンバンクの定める規定によります。

第3条

（本サービスの利用条件）
本サービスは、当行本支店に口座があり、以下の項目から２つ（うち最低１つは❶～❺）をお持ちの
個人のお客さま
（満20歳以上）
がご利用いただけます。
❶日本の運転免許証
❷パスポート
日本以外のパスポートまたは2020年2月4日以降に申請・交付の日本のパスポートの場合は❷と❼のクレジットカードの組み合せはできません。

❸住民基本台帳カード
（写真付き）
❹個人番号カード
（通知カードは除きます）
❺在留カードまたは特別永住者証明書
（日本国籍以外の方は必ずご提出ください）
❻運転経歴証明書
❼クレジットカード
VISA®、American Express®、Mastercard®、DISCOVER®、JCBもしくはダイナースクラブのいずれか。
家族カード、
法人カード、
コーポレートカードを除きます。

❽健康保険証
※当行本支店にお持ちの口座のご利用状況およびその他の事情により、当行は、
ユニオンバンクの預金
口座のお取り次ぎをお断りする場合があります。
第4条

（免責等）
（1） 当行は、
ユニオンバンクの預金口座開設をお取り次ぎしますが、
ユニオンバンクが口座開設をお断りする
場合があります。
口座開設の可否はユニオンバンクの判断によるものであり、
当行はその判断について一切
責任を負わず、
またユニオンバンクと折衝等をする義務を負いません。
（2） 口座開設以降のユニオンバンクとのお取引について、
当行は、
照会・連絡・折衝等に一切応じられません。
（3） 当行は、
お客さまに発生した次の損害については、一切責任を負いません。
①本サービスに関し、
不可抗力その他当行の責に帰すべからざる理由により生じた損害。
②口座開設以降、
お客さまとユニオンバンクとの間の取引から生じた損害。
③ユニオンバンクに口座を開設することにより発生した円と米ドルの為替相場変動による損害
（為替リスク）
。

第5条

（日米関連法令等の遵守）
本サービスの利用ならびにユニオンバンクとのお取引に際しては、外国為替および外国貿易法・所得税法ほか
本邦および米国の関連法令等を遵守してください。
以上
（2022年1月4日現在）

1-2

【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・アカウント専用】お客さまカード
お手数ですが太枠内にご記入・チェック
お申込日
（西暦）

2 0

年

兼 海 外 預 金 口 座 開 設 申 込 取次依頼書

ください。
月

日

本人用

「金融商品取引法 第40条 適合性の原則等」
「 金融
サービスの提供に関する法律 第４条 金融商品業者等
の説明義務」
に基づきお伺いするものです。
以下の項目にご記入くださいますようお願いいたします。

（1）私
（たち）
は、
ユニオンバンクに海外口座を開設するため、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（以下｢銀行｣という）
に対し、
ページ 1-2 規定を承認のうえ、
申し込みの取り次ぎを依頼します。
（2）本依頼書には、必要事項を記入したユニオンバンク宛の預金口座開設申込書その他関係書類を添付して、
銀行に提出します。
日中ご連絡のとれるお電話
番号
（いずれか一方もしくは
両方）
をご記入ください

〒

現住所
お届出の
ご住所

都道府県都

ご自宅電話番号 ※1 （
携帯電話番号

市区町村

道

）
―

―
―

丁目・番地・部屋番号

府 県

※2

フリガナ

お名前
※3

様

生年月日
（西暦）

年

日

月

※1 電話番号の登録を希望する場合、
もしくは銀行にお届出の電話番号に変更がある場合は所定の手続が必要です。
※2 銀行にお届出のご住所から変更されていないことをご確認のうえご住所をご記入ください。
ご住所に変更がある場合は所定の手続きが必要です。
※3 銀行にお届出の字体にてお名前をご記入ください。
お名前の変更がある場合は所定の手続きが必要です。

ご本人さまがお取引いただいている三菱ＵＦＪ銀行本支店の店番・店名・口座番号をご記入ください。
ユニオンバンクでの口座開設のお申込みには、三菱UFJ銀行本支店に口座をお持ちいただく必要があります。

店番

店名

口座種類

以下のご確認事項の内容をご確認のうえ、
チェック

普通預金

口座番号

ください
（必須）
。
すべての項目にチェックが入らない場合は受付できません。

私は口座開設の取り次ぎを依頼するにあたり契約締結前交付書面および「個人情報の利用目的について」を受領し、
契約締結前交付書面等に記載されている商品概要、手数料等について確認のうえ、以下の内容を理解しました。
ユニオンバンクは三菱ＵＦＪ銀行とは別の銀行であり、三菱ＵＦＪ銀行は同行の預金支払能力を保証するものではないこと。
口座開設の可否はユニオンバンクの判断によるため、最終的にユニオンバンクが口座開設に応じない場合があること。
銀行はその判断について一切の責任を負わず、
また口座開設についてユニオンバンクと折衝等しないこと。
銀行が口座開設以降のユニオンバンクとの取引について照会・連絡・折衝を行わないこと。

ご確 認 事 項

取次手数料、口座開設手数料はかかりません（別途発生する手数料は米ドルです）。口座維持手数料は残高明細をオンラインで受け取る
場合8米ドル/月、
残高明細を郵送で受け取る場合10米ドル/月かかる場合があること。
残高証明書と共に小切手の画像の郵送をご希望の場合、
3米ドル/月の追加手数料が発生すること。
各月残高明細書対象期間中、
以下のいずれかに該当する場合、
口座維持手数料は無料となります。
◎毎月、
口座に一回の入金が250米ドル以上の給与振込（direct deposit）
を設定
◎月間平均残高が1,500米ドル以上
◎他の関連預金口座（※4）
との合計月間残高が5,000米ドル以上
一定期間内に初回預入を行わなければならないこと。
また、初回預入が口座開設日から90日以内に行われない場合、口座が解約
されること。
開設口座は米ドル建てであるため、
円貨を外貨にする際および外貨を円貨にする際は、
手数料がかかること。
また、
為替相場の変動
により、
円貨を外貨にする際
（預入時）
の為替相場に比べ円高になった場合、
円貨ベースで元本割れが生じる可能性があること。
外国送金には、ユニオンバンクの「Personal Accounts Fee Schedule（個人口座手数料一覧）」に規定されている所定の送金手数料がかかること。
日本の預金保険制度の対象ではないこと
（米国の預金保険制度（FDIC）
の対象であり、一定額まで保護されます）。
米国の金融機関は一定の休眠期間経過後、休眠口座の資金を該当する州に移管する必要があること。
（休眠口座の詳細については
「Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement
」
をご覧ください。
）
（個人口座とサービスについての開示および約款）
三菱ＵＦＪ銀行が、
ユニオンバンクの預金口座の媒介に関し、本依頼書に記載する私の氏名、取引店、口座番号などの個人情報を
ユニオンバンクに対して開示すること。
ご署名

枠内にご本人さまのご署名をお願いします。
印刷後にご記入ください

※4 関連口座の名義人には、
ご本人の名義が含まれている必要があります。
メールオーダー使用欄

取引種類 海外預金口座開設取次

受付日
（確認日）

銀行使用欄

「本人確認済」
の確認
検閲
（検取）

担当者

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
H8‒6 1/4 A4 22.01（保管：全ての取引終了後7Y）943 22.01

赤色

2

【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・アカウント専用】お取引時確認記録表（取引目的等）
お手数ですが太枠内全てにご記入・チェック

お名前
（必須）

店番

CIF

フリガナ

お取 引 目 的
貯蓄・資産運用について

お取引目的
（必須）

本人用

ください。

犯罪収益移転防止法により、金融機関において所定のお取引を受付けた場合、お取引目的等の記録および保管が義務
付けられています。
ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

様
口座の使い方を必ずご記入・チェック ください。
（複数選択可）
生計費決済（クレジットの引き落とし等生活費の決済用）
給与受取

その他

貯蓄/資産運用 （下記 貯蓄・資産運用について もご記入ください）
上記で「貯蓄/資産運用」を選択された方は、以下項目を全て必ずご記入・チェック ください。 複 数 選 択 不 可
余裕資金
（運用した場合に元本が欠損しても日常生活に支障のないご資金のことをいいます）
※本商品は元本欠損リスクがあるため、
余裕資金での運用をお勧めしております。
今回の資金の性格
使途の確定した
ご予定の
※借入金での運用は
使用時期 20
年
月頃
使途
資金の運用
お断りしております。
生活資金
（日常生活に必要な資金）
保有金融資産額

500万円未満

1,000万円未満

3,000万円未満

1億円未満

3億円未満

3億円以上

①外貨預金保有経験について
6ヵ月以上の保有経験あり

外貨預金口座に
関するご経験・知識

5,000万円未満

6ヵ月以上の保有経験なし

②金融業/財務・経理職等への従事（過去含む）により、投資に関する知識を培われたご経験
あり （
金融業
財務・経理職
その他 ）
なし
ご経験・知識ともに
「なし」
をご選択された方は、
次ページのご確認事項の内容をご確認のうえ、
ご署名ください。
西暦
印刷後にご記入ください
印刷後にご記入ください
ご署名
署名日
年
月
日
必ず１つご記入・チェック

ご職 業

会社役員/団体役員

ください。
（複数ある場合は、主たるご職業を１つお選びください）

会社員/団体職員

派遣社員等
パート/アルバイト

公務員/外国公務員

主婦/主夫

学生
退職された方/無職の方

その他
個人事業主/自営業

ご職業
（必須）

勤務先

下記 勤務先 もご記入ください。
下記 事業内容 もご記入ください。
上記で
「会社役員/団体役員、
会社員/団体職員、
公務員/外国公務員」
を選択された方は、
日本の勤務先を必ずご記入ください。
勤務先 〒
都 道
所在地

府 県

フリガナ
勤務先
名称

勤務先電話番号（

）

－

上記で「個人事業主/自営業」を選択された方は、主たる事業内容を必ず１つご記入・チェック
事業内容

農業/林業/漁業

建設業

運輸業
金融業/保険業
コンサルティング業

弁護士/司法書士/行政書士/税理士/会計士

医師・病院・医療機関

その他

国籍をご記入・チェック
日本
国

籍
入国日／
許可年月日

ください。

製造業

情報通信業

卸売業

小売業（貴金属/宝石）

小売業（除く貴金属/宝石）

不動産業

サービス業

飲食業
投資事業

具体的な業務内容記入

ください。
（複数の国籍を保有されている方はすべてご記入ください）

日本以外
上記で日本国籍以外の方は、以下をご記入ください。
在留期間
年
月
日
年
月
満了日

日 在留資格

＊在留資格が「永住者、特別永住者、外交、公用」の方は、入国日／許可年月日、在留期間満了日の記入は不要です。

必

須

銀行使用欄

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な
地位を占める方（過去において該当する場合も含みます）、またはそのご家族に
該当しますか。
（具体例などくわしくは、当行ホームページをご確認ください）

いいえ、該当しません。
はい、
該当します。
枚数記入欄

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
H8‒6 2/4 A4 22.01（保管：全ての取引終了後7Y）943 22.01
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【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・アカウント専用】確認書

海外口座ご紹介サービス 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

株式会社 三菱ＵＦＪ銀行

御中

私は、
下記の商品について、
以下の事項に相違ないことを確認したうえで、
私自身の判断で取り次ぎ
を依頼します。
１．貴行から交付された各種の説明資料から、
今回取り次ぎを依頼する商品に元本を欠損する恐れが
あることを理解していること。
２．今回取り次ぎを依頼する商品の商品内容、
（元本欠損以外の）
リスク、
支払い手数料等のコストなど
重要事項につき、
その内容を理解していること。
３．今回取り次ぎを依頼する商品が、私の今回の投資方針・ご意向に照らし適切と判断している
こと。
〈今回取り次ぎを依頼する商品〉
サービス名

商品名

海外口座ご紹介サービス

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

【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・アカウント専用】お客さまカード
お手数ですが太枠内にご記入・チェック
お申込日
（西暦）

2 0

年

兼 海 外 預 金 口 座 開 設 申 込 取次依頼書

ください。
月

日

「金融商品取引法 第40条 適合性の原則等」
「 金融
サービスの提供に関する法律 第４条 金融商品業者等
の説明義務」
に基づきお伺いするものです。
以下の項目にご記入くださいますようお願いいたします。

共同名義人用

（たち）
は、
ユニオンバンクに海外口座を開設するため、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（以下｢銀行｣という）
に対し、
ページ 1-2 規定を承認のうえ、
申し込みの取り次ぎを依頼します。
（1）私
（2）本依頼書には、必要事項を記入したユニオンバンク宛の預金口座開設申込書その他関係書類を添付して、
銀行に提出します。
日中ご連絡のとれるお電話
番号
（いずれか一方もしくは
両方）
をご記入ください

〒

現住所
お届出の
ご住所

都道府県都

ご自宅電話番号 ※1 （
携帯電話番号

市区町村

道

）
―

―
―

丁目・番地・部屋番号

府 県

※2

フリガナ

お名前
※3

様

生年月日
（西暦）

年

月

日

※1 電話番号の登録を希望する場合、
もしくは銀行にお届出の電話番号に変更がある場合は所定の手続が必要です。
※2 銀行にお届出のご住所から変更されていないことをご確認のうえご住所をご記入ください。
ご住所に変更がある場合は所定の手続きが必要です。
※3 銀行にお届出の字体にてお名前をご記入ください。
お名前の変更がある場合は所定の手続きが必要です。

「共同名義人さま」がお取引いただいている三菱ＵＦＪ銀行本支店の店番・店名・口座番号をご記入ください。

ユニオンバンクでの口座開設のお申込みには、
共同名義人さまが三菱UFJ銀行本支店に口座をお持ちいただく必要があります。
ご本人さまの口座では受付不可となります。

店番

店名

口座種類

以下のご確認事項の内容をご確認のうえ、
チェック

普通預金

口座番号

ください
（必須）
。
すべての項目にチェックが入らない場合は受付できません。

私は口座開設の取り次ぎを依頼するにあたり契約締結前交付書面および「個人情報の利用目的について」を受領し、
契約締結前交付書面等に記載されている商品概要、手数料等について確認のうえ、以下の内容を理解しました。
ユニオンバンクは三菱ＵＦＪ銀行とは別の銀行であり、三菱ＵＦＪ銀行は同行の預金支払能力を保証するものではないこと。
口座開設の可否はユニオンバンクの判断によるため、最終的にユニオンバンクが口座開設に応じない場合があること。
銀行はその判断について一切の責任を負わず、
また口座開設についてユニオンバンクと折衝等しないこと。
銀行が口座開設以降のユニオンバンクとの取引について照会・連絡・折衝を行わないこと。

ご確 認 事 項

取次手数料、口座開設手数料はかかりません（別途発生する手数料は米ドルです）。口座維持手数料は残高明細をオンラインで受け取る
場合8米ドル/月、
残高明細を郵送で受け取る場合10米ドル/月かかる場合があること。
残高証明書と共に小切手の画像の郵送をご希望の場合、
3米ドル/月の追加手数料が発生すること。
各月残高明細書対象期間中、
以下のいずれかに該当する場合、
口座維持手数料は無料となります。
◎毎月、
口座に一回の入金が250米ドル以上の給与振込（direct deposit）
を設定
◎月間平均残高が1,500米ドル以上
◎他の関連預金口座（※4）
との合計月間残高が5,000米ドル以上
一定期間内に初回預入を行わなければならないこと。
また、初回預入が口座開設日から90日以内に行われない場合、口座が解約
されること。
開設口座は米ドル建てであるため、
円貨を外貨にする際および外貨を円貨にする際は、
手数料がかかること。
また、
為替相場の変動
により、
円貨を外貨にする際
（預入時）
の為替相場に比べ円高になった場合、
円貨ベースで元本割れが生じる可能性があること。
外国送金には、
ユニオンバンクの
「Personal Accounts Fee Schedule」
に規定されている所定の送金手数料がかかること。
日本の預金保険制度の対象ではないこと
（米国の預金保険制度（FDIC）
の対象であり、一定額まで保護されます）。
米国の金融機関は一定の休眠期間経過後、休眠口座の資金を該当する州に移管する必要があること。
（休眠口座の詳細については
「Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement」
をご覧ください。
）
三菱ＵＦＪ銀行が、
ユニオンバンクの預金口座の媒介に関し、本依頼書に記載する私の氏名、取引店、口座番号などの個人情報を
ユニオンバンクに対して開示すること。
ご署名

枠内に共同名義人ご本人さまのご署名をお願いします。
印刷後にご記入ください

※4 関連口座の名義人には、
ご本人の名義が含まれている必要があります。
メールオーダー使用欄

取引種類 海外預金口座開設取次

受付日
（確認日）

銀行使用欄

「本人確認済」
の確認
検閲
（検取）

担当者

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
H8‒6 3/4 A4 22.01（保管：全ての取引終了後7Y）943 22.01

赤色

◆
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海外口座ご紹介サービス
《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》規定
第1条

（海外口座ご紹介サービス）
海外口座ご紹介サービス
（以下
「本サービス」
という）
とは、
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（以下
「当行」
という）
が個人のお客さまのご依頼にもとづき、
ユニオンバンクあての預金口座開設申込をお取り次ぎするサービスです。

第2条

（適用される規定）
本サービスは、
当行の定める本規定によりますが、口座開設以降のユニオンバンクとのお取引は、別途、
ユニオンバンクの定める規定によります。

第3条

（本サービスの利用条件）
本サービスは、当行本支店に口座があり、以下の項目から２つ（うち最低１つは❶～❺）をお持ちの
個人のお客さま
（満20歳以上）
がご利用いただけます。
❶日本の運転免許証
❷パスポート
日本以外のパスポートまたは2020年2月4日以降に申請・交付の日本のパスポートの場合は❷と❼のクレジットカードの組み合せはできません。

❸住民基本台帳カード
（写真付き）
❹個人番号カード
（通知カードは除きます）
❺在留カードまたは特別永住者証明書
（日本国籍以外の方は必ずご提出ください）
❻運転経歴証明書
❼クレジットカード
VISA®、American Express®、Mastercard®、DISCOVER®、JCBもしくはダイナースクラブのいずれか。
家族カード、
法人カード、
コーポレートカードを除きます。

❽健康保険証
※当行本支店にお持ちの口座のご利用状況およびその他の事情により、当行は、
ユニオンバンクの預金
口座のお取り次ぎをお断りする場合があります。
第4条

（免責等）
（1） 当行は、
ユニオンバンクの預金口座開設をお取り次ぎしますが、
ユニオンバンクが口座開設をお断りする
場合があります。
口座開設の可否はユニオンバンクの判断によるものであり、
当行はその判断について一切
責任を負わず、
またユニオンバンクと折衝等をする義務を負いません。
（2） 口座開設以降のユニオンバンクとのお取引について、
当行は、
照会・連絡・折衝等に一切応じられません。
（3） 当行は、
お客さまに発生した次の損害については、一切責任を負いません。
①本サービスに関し、
不可抗力その他当行の責に帰すべからざる理由により生じた損害。
②口座開設以降、
お客さまとユニオンバンクとの間の取引から生じた損害。
③ユニオンバンクに口座を開設することにより発生した円と米ドルの為替相場変動による損害
（為替リスク）
。

第5条

（日米関連法令等の遵守）
本サービスの利用ならびにユニオンバンクとのお取引に際しては、外国為替および外国貿易法・所得税法ほか
本邦および米国の関連法令等を遵守してください。
以上
（2022年1月4日現在）

【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・アカウント専用】お取引時確認記録表（取引目的等）
お手数ですが太枠内全てにご記入・チェック

お名前
（必須）

店番

CIF

フリガナ

お取 引 目 的
貯蓄・資産運用について

お取引目的
（必須）

共同名義人用

ください。

犯罪収益移転防止法により、金融機関において所定のお取引を受付けた場合、お取引目的等の記録および保管が義務
付けられています。
ご申告いただけない場合、お取引をお断りすることがありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

様
口座の使い方を必ずご記入・チェック ください。
（複数選択可）
生計費決済（クレジットの引き落とし等生活費の決済用）
給与受取

その他

貯蓄/資産運用 （下記 貯蓄・資産運用について もご記入ください）
上記で「貯蓄/資産運用」を選択された方は、以下項目を全て必ずご記入・チェック ください。 複 数 選 択 不 可
余裕資金
（運用した場合に元本が欠損しても日常生活に支障のないご資金のことをいいます）
※本商品は元本欠損リスクがあるため、
余裕資金での運用をお勧めしております。
今回の資金の性格
使途の確定した
ご予定の
※借入金での運用は
使用時期 20
年
月頃
使途
資金の運用
お断りしております。
生活資金
（日常生活に必要な資金）
保有金融資産額

500万円未満

1,000万円未満

3,000万円未満

1億円未満

3億円未満

3億円以上

①外貨預金保有経験について
6ヵ月以上の保有経験あり

外貨預金口座に
関するご経験・知識

5,000万円未満

6ヵ月以上の保有経験なし

②金融業/財務・経理職等への従事（過去含む）により、投資に関する知識を培われたご経験
あり （
金融業
財務・経理職
その他 ）
なし
ご経験・知識ともに
「なし」
をご選択された方は、
次ページのご確認事項の内容をご確認のうえ、
ご署名ください。
西暦
印刷後にご記入ください
印刷後にご記入ください
ご署名
署名日
年
月
日
必ず１つご記入・チェック

ご職 業

会社役員/団体役員

ください。
（複数ある場合は、主たるご職業を１つお選びください）

会社員/団体職員

派遣社員等
パート/アルバイト

公務員/外国公務員

主婦/主夫

学生
退職された方/無職の方

その他
個人事業主/自営業

ご職業
（必須）

勤務先

下記 勤務先 もご記入ください。
下記 事業内容 もご記入ください。
上記で
「会社役員/団体役員、
会社員/団体職員、
公務員/外国公務員」
を選択された方は、
日本の勤務先を必ずご記入ください。
勤務先 〒
都 道
所在地

府 県

フリガナ
勤務先
名称

勤務先電話番号（

）

－

上記で「個人事業主/自営業」を選択された方は、主たる事業内容を必ず１つご記入・チェック
事業内容

農業/林業/漁業

建設業

運輸業
金融業/保険業
コンサルティング業

弁護士/司法書士/行政書士/税理士/会計士

医師・病院・医療機関

その他

国籍をご記入・チェック
日本
国

籍
入国日／
許可年月日

ください。

製造業

情報通信業

卸売業

小売業（貴金属/宝石）

小売業（除く貴金属/宝石）

不動産業

サービス業

飲食業
投資事業

具体的な業務内容記入

ください。
（複数の国籍を保有されている方はすべてご記入ください）

日本以外
上記で日本国籍以外の方は、以下をご記入ください。
在留期間
年
月
日
年
月
満了日

日 在留資格

＊在留資格が「永住者、特別永住者、外交、公用」の方は、入国日／許可年月日、在留期間満了日の記入は不要です。

必

須

銀行使用欄

外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な
地位を占める方（過去において該当する場合も含みます）、またはそのご家族に
該当しますか。
（具体例などくわしくは、当行ホームページをご確認ください）

いいえ、該当しません。
はい、
該当します。
枚数記入欄

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
H8‒6 4/4 A4 22.01（保管：全ての取引終了後7Y）943 22.01
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【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・アカウント専用】確認書

海外口座ご紹介サービス 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

株式会社 三菱ＵＦＪ銀行

御中

私は、
下記の商品について、
以下の事項に相違ないことを確認したうえで、
私自身の判断で取り次ぎ
を依頼します。
１．貴行から交付された各種の説明資料から、
今回取り次ぎを依頼する商品に元本を欠損する恐れが
あることを理解していること。
２．今回取り次ぎを依頼する商品の商品内容、
（元本欠損以外の）
リスク、
支払い手数料等のコストなど
重要事項につき、
その内容を理解していること。
３．今回取り次ぎを依頼する商品が、私の今回の投資方針・ご意向に照らし適切と判断している
こと。
〈今回取り次ぎを依頼する商品〉
サービス名

商品名

海外口座ご紹介サービス

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

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
申込書
次ページ以降は、
ユニオンバンクあての申込書類となります。

●全ての項目をご記入ください。
●訂正される場合は二重線で抹消し、イニシャルをご記入のうえ、
訂正してください。
●ご記入にあたっては、別添の「記入の手引き」を必ずご覧ください。
●共同名義をご希望される場合は◆9、
◆ のページもご記入ください。
ページ7

預金口座と死亡時のお支払いについて

ページ8

申込者ご本人について

•口座名義、口座種類、ユニオンバンクATMカード（ATMカード）、もしくはユニオンバンク・
デビットマスターカード
（デビットカード）
発行の希望をご選択ください。
•死亡時お支払いをご指定される場合はご記入ください。
•ご本人について必ずすべての項目をご本人さまがご記入ください。
•現住所には、
ページ2お客さまカード兼取次依頼書と同じ住所をご記入ください。

ページ◆9

共同名義人の方について

•共同名義ご希望の場合は、
共同名義人について必ずすべての項目を共同名義人の方がご記入
ください。勤務先に該当するものがない場合、
ご記入いただかなくて結構です。
•現住所には、
ページ◆4お客さまカード兼取次依頼書と同じ住所をご記入ください。

ページ

口座のご利用方法について

ページ

申込者同意のご署名

•本口座のご利用方法は必ずすべての項目にお答えください。
•共同名義ご希望の場合は、申込者本人と共同名義人の方それぞれご署名ください。

ページ

「本人用」
W-8BENフォーム

•米国非居住者の方が、
開設預金口座の受取利息に対する源泉税の免除を受けるための申告書
類です。
このW-8BENは日本居住者で米国市民および米国グリーンカード保持者でない個人の
お客さまが申し込みになるケースを対象としています。
米国税務上のタックスステータスは個人
によって異なりますので、
くわしくは税務専門家にお問い合わせのうえ、
ご記入ください。

ページ◆

共同名義人用W-8BENフォーム

•ページ

の共同名義人用になります。

ページ ・
•ページ

口座約定

の約定のお客さま控となります。
（ページ ：和文、
ページ ：英文）
大切に保管してください。

MUFG Bank, Ltd. is not a member FDIC and its products and services ARE NOT insured by the FDIC or by any other federal government agency.
©2022 MUFG Union Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. Union Bank is a registered trademark and brand name of MUFG Union Bank, N.A. unionbank.com
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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・アカウント申込書
全ての項目をご記入・チェック

ください。/Fill in and check all items.

預金口座の名義について/Beneficiary Information of Deposit Account
ご希望の口座名義を下記よりお選びください。
/Select the deposit beneficiary below of your choice.

ご本人のみのお申込/Individual ＊共同名義人用の書類の記入は必要ありません。/Not required to fill in the form for the joint owner.
他の名義人との共同口座/Joint Tenancy
預金口座の種類について/The Type of Deposit Account
私（たち）
は、
ユニオンバンクに電子資金振替システムのサービス
（ATM・Bank by Phoneなど）
を通して資金の支払いをすることを
許可します。

I/We authorize Union Bank to pay out funds through the use of any electronic fund transfer system services (e.g., ATM or Bank-by-Phone).

ATMカード/デビットカード発行をご希望される場合は、以下いずれかをチェック

ください
（複数選択不可）。

Check the type of an ATM card/debit card you wish to request a card (no multiple choice permitted).

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/Pacific Rim Company Benefit Checking account
カード発行希望/Request of Card Issuance
デビットカードの発行を希望する。
/I/We request a debit card.
● デビットカード ー ATMカードの機能
（下記）
にくわえ、Mastercard®が使えるお店でのお買い物にご利用できます。

debit card - Can be used for purchases wherever Mastercard® is accepted in addition to the functions of ATM card
listed below.

ATMカードの発行を希望する。
/I/We request an ATM card.
● ATMカード ー ご入金、
現金引出し、
残高など口座情報の確認のためにATMでご利用できます。
ATM card - Can be used for deposits, cash withdrawals and obtaining account information.

カード不要/I/We request no card to be issued.
• カード発行を依頼される場合、
お客さまはユニオンバンクがATMカードまたはデビットカードを発注することに同意いただくことになります。
If you make this card request, you are providing consent to have Union Bank order you an ATM card or debit card.

• お客さまのATMカードと共に、
「Important Information About Your Debit Card and ATM Card
（デビットカードおよびATMカード
に関する重要説明書）」
、
ならびにカード取引限度額とカード有効化の手引きが郵送されます。
お客さまの暗証番号
（PIN）
は別途郵送されます。
When you receive your ATM card, you will receive the「Important Information About Your Debit Card and ATM Card 」agreement
along with a Card Carrier with card transaction limits and activation instructions. Your Personal Identiﬁcation Number (PIN) will be
sent in a separate mailing.

※初回の小切手帳発行は無料です。米国到着後ジャパニーズ・カスタマーサービスユニットへご連絡ください。追加の小切手帳の発行は
有料です。

Complimentary first set of checks is to be ordered to Japanese Customer Service Unit after arrival in the USA. Fees may apply to
subsequent check orders.

死亡時支払い（POD）先のご指定/PAYABLE-ON-DEATH (POD) Beneficiary Information
本契約により、下記に記載された個人が口座保有者より長く生存していた場合、
下記個人に口座の資金が支払われます。
Funds in the account(s) opened under this agreement will be payable to the individual(s) named below, if such individual(s) (all of)
survive(s) the owner(s) of the account(s).
＊ご記入は任意です。
ご指定が無い場合、
相続が発生した際に、
相続人の方によるPROBATE
（米国裁判所の検認）
のお手続きが必要となります。/Optional,
Not Required. If not specified, the heir will be required to complete the PROBATE procedure when an inheritance occurs.
＊ご本人および共同名義人は受取人に指定できません。
/The applicant and co-applicant cannot be designated as Beneficiary.
＊受取人の姓名のみローマ字でご記入ください。
/Fill in the beneficiary’
s surname using the English alphabet.
受取人について/Beneficiary Information ＊ご記入は任意です。/Optional, Not Required ご本人および共同名義人は受取人に指定できません。/The applicant and co-applicant cannot be designated as Beneficiary.
姓（ローマ字/English alphabet）/

名（ローマ字/English alphabet）/

続柄/Relationship

生年月日/Date of Birth

Family Name

First Name

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year

受取人について/Beneficiary Information ＊ご記入は任意です。/Optional, Not Required ご本人および共同名義人は受取人に指定できません。/The applicant and co-applicant cannot be designated as Beneficiary.
姓（ローマ字/English alphabet）/

名（ローマ字/English alphabet）/

続柄/Relationship

生年月日/Date of Birth

Family Name

First Name

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year

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
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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・アカウント申込書
本

全ての項目をご記入・チェック ください。
フリガナも全てご記入ください。
Fill in and check all items. Furigana are all required.

人

用

For Applicant

申込者ご本人について 日本語で全ての項目をご記入ください。/Applicant Information Please fill in all items in Japanese.
（※母親の旧姓および米国での勤務先の情報のみローマ字でご記入ください。/Fill in the mother’
s maiden name and US employer information only using the English alphabet.）
氏名/Full Name
フリガナ

フリガナ

姓/

名/

Family Name

First Name

生年月日/

月/

Date of Birth

国籍/
年（西暦）/ Country of

日/

Month

Day

Year

ご自宅の電話番号/

出生国/

Country of Birth

Citizenship

携帯電話番号/

Home Phone
Number

Cell Phone
Number

電子メールアドレス/
E-mail Address

※数字にはアルファベットとの混同を避けるため、下線を引いてください。/Please underline the numbers to avoid to mix up the numbers and the alphabets.
※英字Ｉ
（アイの大文字）
は上下に横線を入れてください。/For the letter I (uppercase letter), please put the horizontal lines at the top and bottom.

母親の旧姓/Mother’
s Maiden Name

•本人確認のために必要となります。
•ローマ字でご記入ください（姓のみ）。
・Required for an identification purpose.
・Fill in the surname only using the English alphabet.

現住所 申込書■
2と同じ住所をご記入ください。/Home Address Please fill in the same address as page 2 of the application form.
郵便番号/Postal Code

都道府県/Prefecture

丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

市・区・町・村/City, Ward

フリガナ
都 道
府 県

現住所での居住開始時期/

月/Month

Current Address Start Date

年（西暦）/Year

上記現住所居住年数が3年未満の場合、
それ以前のご住所/Previous home address if less than 3 years at above current address.
丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

市・区・町・村/City, Ward

都道府県/Prefecture
フリガナ
都 道
府 県

職業 ひとつチェック ください。
その他の場合には枠内にご記入ください。/Occupation Please check one. In case of“other”please write your occupation in the box.
お勤め
（一般社員・職員）
/General Employee

お勤め
（部課長・役員）/Senior Officer, Board Member

その他/Other

日本での
フリガナ
勤務先名・学校名/
Employer Name
or School Name
in Japan

勤務先・学校住所/Employer or School Address
郵便番号/Postal Code

都道府県/Prefecture

市・区・町・村/City, Ward

丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

フリガナ
都 道
府 県

勤務先・学校
電話番号/

入社時期/

年（西暦）/ 年収/

月/

Date of
Employment

Work or School
Phone Number

Month

Year

Gross Annual
Income (10K JPY)

万円

現在の勤務先の勤続年数が３年未満の場合、以前の勤務先または学校の情報/Previous employer information if less than 3 years at current employer or school.
勤務先名・学校名/

都 道

所在都道府県/

Employer Name
or School Name

Prefecture

府 県

市・区・町・村/
City, Ward

/US employer information. For study abroad and training abroad, please fill in your destination information.
米国での勤務先の情報
（留学・研修の場合は留学先・研修先についてご記入ください。
）

米国での勤務先名/
U.S. Employer
Name

米国勤務先住所/
U.S. Employer
Address

米国勤務先電話番号/

職位・肩書/

US Work Phone
Number

米国への出国予定日/
Expected
Departure Date
to U.S.

Position・Title

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year

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
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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・アカウント申込書
共同名義人用

全ての項目をご記入・チェック ください。
フリガナも全てご記入ください。
Fill in and check all items. Furigana are all required.

For Co-Applicant

共同名義人の方について 日本語で全ての項目をご記入ください。/Co-Applicant Information Please fill in all items in Japanese.
（※母親の旧姓および米国での勤務先の情報のみローマ字でご記入ください。/Fill in the mother’
s maiden name and US employer information only using the English alphabet.）
氏名/Full Name
フリガナ

フリガナ

姓/

名/

Family Name

First Name

生年月日/

月/

Date of Birth

国籍/
年（西暦）/ Country of

日/

Month

Year

Day

ご自宅の電話番号/

出生国/

Country of Birth

Citizenship

携帯電話番号/

Home Phone
Number

Cell Phone
Number

電子メールアドレス/
E-mail Address

※数字にはアルファベットとの混同を避けるため、下線を引いてください。/Please underline the numbers to avoid to mix up the numbers and the alphabets.
※英字Ｉ
（アイの大文字）
は上下に横線を入れてください。/For the letter I (uppercase letter), please put the horizontal lines at the top and bottom.

母親の旧姓/Mother’
s Maiden Name

•本人確認のために必要となります。
•ローマ字でご記入ください（姓のみ）。
・Required for an identification purpose.
・Fill in the surname only using the English alphabet.

現住所 申込書■
4と同じ住所をご記入ください。/Home Address Please fill in the same address as page 4 of the application form.
郵便番号/Postal Code

都道府県/Prefecture

丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

市・区・町・村/City, Ward

フリガナ
都 道
府 県

現住所での居住開始時期/

月/Month

Current Address Start Date

年（西暦）/Year

上記現住所居住年数が3年未満の場合、
それ以前のご住所/Previous home address if less than 3 years at above current address.
都道府県/Prefecture

丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

市・区・町・村/City, Ward

フリガナ
都 道
府 県

職業 ひとつチェック ください。
その他の場合には枠内にご記入ください。/Occupation Please check one. In case of“other”please write your occupation in the box.
お勤め（一般社員・職員）/General Employee

お勤め（部課長・役員）/Senior Officer, Board Member

その他/Other

主婦/主夫/Homemaker

日本での
フリガナ
勤務先名・学校名/
Employer Name
or School Name
in Japan

勤務先・学校住所/Employer or School Address
郵便番号/Postal Code

都道府県/Prefecture

市・区・町・村/City, Ward

丁目・番地・部屋番号/Street Address, Room No.

フリガナ
都 道
府 県

勤務先・学校
電話番号/

入社時期/

年（西暦）/ 年収/

月/

Date of
Employment

Work or School
Phone Number

Month

Year

万円

Gross Annual
Income (10K JPY)

現在の勤務先の勤続年数が３年未満の場合、以前の勤務先または学校の情報/Previous employer information if less than 3 years at current employer or school.
勤務先名・学校名/

都 道

所在都道府県/

Employer Name
or School Name

Prefecture

府 県

市・区・町・村/
City, Ward

/US employer information. For study abroad and training abroad, please fill in your destination information.
米国での勤務先の情報
（留学・研修の場合は留学先・研修先についてご記入ください。
）

米国での勤務先名/
U.S. Employer
Name

米国勤務先住所/
U.S. Employer
Address

米国勤務先電話番号/

職位・肩書/

US Work Phone
Number

米国への出国予定日/
Expected
Departure Date
to U.S.

Position・Title

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year
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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・アカウント申込書
全ての項目をご記入・チェック

ください。/Fill in and check all items.

その他口座に関するご質問 /Additional Account Inquiry

必ずQ1～Q3全ての質問にご回答ください。

/Please answer the purpose of account opening. (Select all that apply)
Q1. 口座開設の目的についてご回答ください
（複数回答可）。

資産運用/Personal Finances

生計費/Household

貯蓄/Save

投資/Investments

その他
（具体的にご記入ください）
/Other (Please specify)
/Please answer the source of initial funds for your deposits. (Select all that apply)
Q2. 初回預入金の資金源についてご回答ください
（複数回答可）。

給料・収入/Salary・Earnings

退職金/Retirement Funds

ローン借入金/Loan Proceeds

資産・投資の売却/Sale of Assets・Investments

事業収入・会社資金/Business Cash Flow・Corporate Funds
贈与・相続/Gift・Inheritance

ユニオンバンクのチェッキング・セービングス口座からの振替/Transfer from Union Bank Checking/Savings
他の金融機関からの資産の振替/Transfer of Assets from Other Financial Institution
寄付金/Donations

ゲーミング賞金/Gaming Proceeds

債券売却代金/Bond Proceeds

ライン・オブ・クレジット借入金/Line of Credit Advances

貸付金の返済代金/Repayment of Loan Issued

税金還付金/Tax Refunds

その他
（具体的にご記入ください）
/Other (Please specify)
Q3. 予定されている日常的なお取引について以下1～5すべてにご回答ください。/Please answer the 1 to 5 below for the types of activity you anticipate on a regular basis.

1 小切手のご入金/Check Deposits
右記の質問にご回答ください。/

Please answer the questions to the right

2 現金のお取引/Cash Transactions

はい/Yes
いいえ/No
「はい」
にチェックされた場合、
右記の質問にもご回答ください。/

はい/Yes

回答必須/Please make sure to answer.

いいえ/No

予想取引額
（月間平均）
の範囲をお答えください。
以下より1つ選択してください。
/
Please estimate amount ranges (monthly average). Please select one.

10,000米ドル未満/Less than $10,000

10,000米ドル以上/More than $10,000

If answered Yes, please answer the
questions to the right.

3 ACH*のお取引/ACH* Transactions

はい/Yes
いいえ/No
「はい」
にチェックされた場合、
右記の質問にもご回答ください。/

予想取引額
（月間平均）
の範囲をお答えください。
以下より1つ選択してください。
/
Please estimate amount ranges (monthly average). Please select one.

10,000米ドル未満/Less than $10,000

10,000米ドル以上/More than $10,000

If answered Yes, please answer the
questions to the right.

4 米国内送金/

Wires Domestic (U.S. to U.S.)

はい/Yes
いいえ/No
「はい」
にチェックされた場合、
右記の質問にもご回答ください。/

If answered Yes, please answer the
questions to the right.

5 外国送金/International wire Transfers

はい/Yes
いいえ/No
「はい」
にチェックされた場合、
右記の質問にもご回答ください。/

If answered Yes, please answer the
questions to the right.

頻度をお答えください。
以下より1つ選択してください。
/Please indicate frequency. Please select one.

毎月/Monthly

毎年/Annually

予想取引額の範囲をお答えください。以下より1つ選択してください。/Please estimate amount ranges. Please select one.

10,000米ドル未満/Less than $10,000

10,000米ドル～25,000米ドル未満/$10,000 - $25,000

25,000米ドル以上/More than $25,000
送金に関連する国をお答えください。
その他の国を含め、
最大３つまで選択可です。
/
Please indicate country for wires. Up to three can be selected, including other countries.

日本/Japan

米国/U.S.

その他/Other

頻度をお答えください。
以下より1つ選択してください。
/Please indicate frequency. Please select one.

毎日/Daily

毎週/Weekly

毎年/Annually

少頻度/Infrequent

毎月/Monthly

毎四半期/Quarterly

予想取引額の範囲をお答えください。以下より1つ選択してください。/Please estimate amount ranges. Please select one.

10,000米ドル未満/Less than $10,000

10,000米ドル～25,000米ドル未満/$10,000 - $25,000

25,000米ドル以上/More than $25,000
•外国送金のご利用には、口座開設後に別途「Funds Transfer Authorization（資金送金許可書）」の提出および登録が必要です（Additional submission and
enrollment of“Funds Transfer Authorization”is required in order to process wire transfers after opening an account.）
•登録が完了されていない場合、
送金依頼をお受けできません
（We are unable to accept wire transfer requests without complete enrollment.）

*ACHとはAutomated Clearing Houseの略称で、
米国内の金融機関が加入している電子資金決済ネットワークです。
このネットワークに加入している金融機関間での電子資金決済が
可能となり、
米国内の給与振込
（direct deposit）
や公共料金などの支払いに利用できます。
ACH is an acronym of Automated Clearing House, an electronic fund settlement network for financial institutions in the U.S. The network enables the financial
institutions to settle funds electronically, such as payroll direct deposits and payments of utility bills.
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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・アカウント申込書
ユニオンバンク（以下「貴行」という）あての預金者同意書
下記に署名することにより、
私（たち）は以下に同意します。私（たち）が現在、
または今後貴行で開設する、
本同意書に記載される預金口座には、
現 在「Personal Accounts & Service Disclosure and Agreement」 と い う タ イ ト ル の 貴 行 の 消 費 者 向 け 開 示 冊 子 の 規 定、 該 当 す る
「Fee Schedule（手数料一覧）」
、および該当する「Simply Stated Product Guides（商品概要）」が適用され、これらは貴行により随時修正
されます。私
（たち）
は開示冊子と一覧を受け取っており、
私
（たち）
は口座ならびにそれに関連して発行された ATM カードまたはデビットカード、
貴行のウェブサイトアカウントのアクセスコードとパスワードの機密性を維持し、貴行の要件を順守して管理します。
紛争解決：口座、貸金庫、またはその他の商品もしくはサービスに起因または関連する、紛争、請求、訴因（それぞれ、
「請求」とする）は「Personal
Accounts & Services Disclosure and Agreement」の「紛争解決」の条項に従い解決されることを私は理解します。私は、陪審員ではなく、
仲裁または裁判所への付託により紛争が解決されることがあることを理解します。
署名に関する指示：引出に 2 名以上の署名が必要となる口座の開設は貴行の一般的な方針ではありません。
私（たち）は、私（私たちのいずれか）が要請した場合、貴行が資金送金システムサービス（ATM またはビル・ペイ・オプション等）を通じて
送金を行うことを許可します。
下記の欄に署名することにより、私（たち）は、
私（たち）の口座への入金につき理解し、
本申込に関連して貴行から送付される開示資料に記載されている諸条件（Consumer Financial Protection Bureau
（消費者金融保護局）の E 規則に基づいた電子送金に関わるものを含む）に同意します。開示資料は https://www.unionbank.com/prcbterms
でもご覧いただけます。
本申込に関連して私（たち）が提出した資料・情報を確認するため、貴行が、信用調査などの妥当な処置をとり得ること、および、本申込書で
申し込む預金口座の開設・維持の条件として、本人による身分証明その他の資料・情報を求める場合があり得ることに同意します。
私（たち）は、ユニオンバンクが本申込書に記載されている情報を検証するため、口座開設のための審査、またはその他の合法的な利用を
目的として、消費者報告機関やその他の情報サービス機関から報告書またはその他の情報を取得することを許可します。申込書が受領されても、
その後詳細な検証を行うため、口座の開設は保証されません。
貴行が、法令上許容される限り、貴行における私（たち）の信用状態・記録・取引継続状況などを、保証人・債権者・信用調査会社・消費者報告機関・
その他信用報告機関、および貴行の代理人・関連会社・子会社などに対して開示することを許可します。
私（たち）は、
私（たち）の氏名、
電子メールアドレス、
電話番号およびその他の身元特定情報が第三者（米国の第三者など、
日本国外の第三者を含む）
と共有される可能性があることに同意します。お客さまの情報は、
お客さまへの電子通信、
ならびに電子記録および署名の受信および使用につき、
お客さまが同意した記録の処理および維持のため、第三者によって使用されます。
本申込書に記載した内容がすべて事実に相違なく、貴行での口座開設手続きに用いられることを認めます。また、貴行が、本申込書に記載された
内容に関して、必要な情報を入手することを許可します。さらに、本申込書が貴行の所有に属すること、および名前や住所に変更が生じた場合、
妥当な期間内に貴行へ届け出ることに同意します。
貴行との口座取引にあたっては、カリフォルニア州法・規則ならびにアメリカ合衆国の連邦法・規則に従うことに同意します。
貴行より口座取引に関していくつかの文書・小冊子などの日本語訳が適宜提供されること、そしてその日本語訳は特別の対応であって貴行の
義務として継続的に提供されるものではないこと、また、日本語訳と英語原文との間に相違がある場合は英語原文が支配することを認めます。
このパシフィックリム・カンパニーベネフィット・チェッキング・アカウント申込書で開設するチェッキング口座を給与振込口座として利用
するため、貴行が私（たち）の名前および同口座の口座番号を雇用主に通知することを認めます。
私（たち）は、本申込書で開設する預金口座について、貴行が預金口座の有無を勤務先に通知することを承諾いたします。私（たち）は、貴行の
ジャパニーズ・カスタマーサービスユニット（住所 50 Pointe Dr., Suite 300, Brea, CA 92821 USA）が書面にて前述の承諾を撤回する旨の
通知を受け取り その後速やかに必要な対応を取るまでの間、貴行が勤務先との間で私（たち）の銀行取引情報を共有することを承諾いたします。
［新規口座開設手続きに関する重要なお知らせ］
全ての金融機関は、テロリズムに対する資金供与およびマネーロンダリングに対する米国政府の取締りに協力するために、新規口座を開設する
顧客（個人および法人など）の本人確認情報を入手、確認、記録することを連邦法により義務付けられております。
上記義務に従い、当行は、新規口座を開設する際に、お客さまのお名前、住所、生年月日（個人のお客さまの場合）などの本人確認情報をお伺い
いたします。また、運転免許証やその他の本人確認資料のご提示をお願い申し上げることもございます。

1.上記および前ページまでの記述をよくお読みになって、ご署名ください（署名の訂正は、受付できません）。

2.署名は、英語と日本語の両方でご登録をお願いします。日本国籍以外の方は英語のご署名のみご登録ください。
3.以下の欄にご登録いただく署名が銀行届出署名となります。今後ユニオンバンクとお取引される際（入金・
出金、小切手など）には以下と同じ署名・同じ字体（英語もしくは日本語）でご署名ください。登録署名と
異なるご署名をされた場合は、受付できません。
4.W-8BENフォーム ページ■ 、◆■ の「Sign Here」に同じ字体（英語もしくは日本語）で署名をご記入
ください（相違している場合は、受付できません）
。
本ページは印刷後にご記入ください
申込者ご本人の署名/Applicant Signature

共同名義人の方の署名/Co-Applicant Signature

英語のご署名/Signature in English

英語のご署名/Signature in English

日本語のご署名/Signature in Japanese

日本語のご署名/Signature in Japanese

申込者のお名前（ローマ字）/Applicant Name (Print)

共同名義人の方のお名前
（ローマ字）
/Co-Applicant Name (Print)

署名日（西暦）/Signed Date

署名日
（西暦）
/Signed Date

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year

月/

Month

日/

Day

年（西暦）/
Year

※ご本人さまのみお申し込みの場合、
共同名義人の方の署名は不要です。
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
H8‒2 6/9 A4 22.01 943 22.01

赤色
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本人用

For Applicant

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
H8‒2 7/9 A4 22.01 943 22.01
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共同名義人用

For Co-Applicant

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
H8‒2 8/9 A4 22.01 943 22.01

◆ 13

お客さま控
ユニオンバンク（以下「貴行」という）あての預金者同意書
下記に署名することにより、私（たち）は以下に同意します。私（たち）が現在、または今後貴行で開設する、本同意書
に 記 載 さ れ る 預 金 口 座 に は、 現 在「Personal Accounts & Service Disclosure and Agreement」 と い う
タ イ ト ル の 貴 行 の 消 費 者 向 け 開 示 冊 子 の 規 定、 該 当 す る「Fee Schedule（ 手 数 料 一 覧 ）」、 お よ び 該 当 す る
「Simply Stated Product Guides（商品概要）」が適用され、これらは貴行により随時修正されます。私（たち）は開示
冊子と一覧を受け取っており、
私（たち）は口座ならびにそれに関連して発行された ATM カードまたはデビットカード、
貴行のウェブサイトアカウントのアクセスコードとパスワードの機密性を維持し、貴行の要件を順守して管理します。
紛争解決：口座、貸金庫、またはその他の商品もしくはサービスに起因または関連する、紛争、請求、訴因（それぞれ、
「請求」とする）は「Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement」の「紛争解決」の条項に従い
解決されることを私は理解します。私は、陪審員ではなく、仲裁または裁判所への付託により紛争が解決されることが
あることを理解します。
署名に関する指示：引出に 2 名以上の署名が必要となる口座の開設は貴行の一般的な方針ではありません。
私（たち）は、私（私たちのいずれか）が要請した場合、貴行が資金送金システムサービス（ATM またはビル・ペイ・
オプション等）を通じて送金を行うことを許可します。
下記の欄に署名することにより、私（たち）は、
私（たち）の口座への入金につき理解し、本申込に関連して貴行から送付される開示資料に記載されている諸条件
（Consumer Financial Protection Bureau（消費者金融保護局）の E 規則に基づいた電子送金に関わるものを含む）
に同意します。開示資料は https://www.unionbank.com/prcbterms でもご覧いただけます。
本申込に関連して私（たち）が提出した資料・情報を確認するため、貴行が、信用調査などの妥当な処置をとり得ること、
および本申込書で申し込む預金口座の開設・維持の条件として、本人による身分証明その他の資料・情報を求める場合が
あり得ることに同意します。
私（たち）は、ユニオンバンクが本申込書に記載されている情報を検証するため、口座開設のための審査、またはその他
の合法的な利用を目的として、消費者報告機関やその他の情報サービス機関から報告書またはその他の情報を取得する
ことを許可します。申込書が受領されても、その後詳細な検証を行うため、口座の開設は保証されません。
貴行が、法令上許容される限り、貴行における私（たち）の信用状態・記録・取引継続状況などを、保証人・債権者・
信用調査会社・消費者報告機関・その他信用報告機関、および貴行の代理人・関連会社・子会社などに対して開示する
ことを許可します。
私（たち）は、私（たち）の氏名、電子メールアドレス、電話番号およびその他の身元特定情報が第三者（米国の第三者
など、日本国外の第三者を含む）と共有される可能性があることに同意します。お客さまの情報は、お客さまへの電子
通信、ならびに電子記録および署名の受信および使用につき、お客さまが同意した記録の処理および維持のため、第三者
によって使用されます。
本申込書に記載した内容がすべて事実に相違なく、貴行での口座開設手続きに用いられることを認めます。また、貴行が、
本申込書に記載された内容に関して、必要な情報を入手することを許可します。さらに、本申込書が貴行の所有に属する
こと、および名前や住所に変更が生じた場合、妥当な期間内に貴行へ届け出ることに同意します。
貴行との口座取引にあたっては、カリフォルニア州法・規則ならびにアメリカ合衆国の連邦法・規則に従うことに同意します。
貴行より口座取引に関していくつかの文書・小冊子などの日本語訳が適宜提供されること、そしてその日本語訳は特別
の対応であって貴行の義務として継続的に提供されるものではないこと、また、日本語訳と英語原文との間に相違が
ある場合は英語原文が支配することを認めます。
このパシフィックリム・カンパニーベネフィット・チェッキング・アカウント申込書で開設するチェッキング口座を給与
振込口座として利用するため、貴行が私（たち）の名前および同口座の口座番号を雇用主に通知することを認めます。
私（たち）は、
本申込書で開設する預金口座について、貴行が預金口座の有無を勤務先に通知することを承諾いたします。
私（たち）は、貴行のジャパニーズ・カスタマーサービスユニット（住所 50 Pointe Dr., Suite 300, Brea, CA 92821
USA）が書面にて前述の承諾を撤回する旨の通知を受け取り、その後速やかに必要な対応を取るまでの間、貴行が勤務
先との間で私（たち）の銀行取引情報を共有することを承諾いたします。
［新規口座開設手続きに関する重要なお知らせ］
全ての金融機関は、テロリズムに対する資金供与およびマネーロンダリングに対する米国政府の取締りに協力するため
に、新規口座を開設する顧客（個人および法人など）の本人確認情報を入手、確認、記録することを連邦法により義務
付けられております。
上記義務に従い、当行は、新規口座を開設する際に、お客さまのお名前、住所、生年月日（個人のお客さまの場合）な
どの本人確認情報をお伺いいたします。また、運転免許証やその他の本人確認資料のご提示をお願い申し上げることも
ございます。
MUFG Bank, Ltd. is not a member FDIC and its products and services ARE NOT insured by the FDIC or by any other federal government agency.
©2022 MUFG Union Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. Union Bank is a registered trademark and brand name of MUFG Union Bank, N.A. unionbank.com

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
H8‒2 9/9 A4 22.01 943 22.01
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Depositor Agreement ‒ To: MUFG Bank, N.A. “Bank”
(
)
By signing below, I/we agree that: the deposit account(s) I/we open with Union Bank, now or hereafter, as listed on this
Agreement, shall be governed by the terms and conditions of Union Bank consumer disclosure booklet, currently entitled
Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement, the applicable Fee Schedule, and the applicable Simply Stated
Product Guides, as these may be amended by Union Bank from time to time; I/we have received the disclosure booklet and
schedule(s); and I/we will maintain the account(s), any ATM or Debit Card(s) issued in connection therewith, and any Bank
Website account access code and password conﬁdential, in compliance with Union Bank requirements.
DISPUTE RESOLUTION: I UNDERSTAND THAT EACH DISPUTE, CLAIM, AND CAUSE OF ACTION (EACH A“CLAIM”
) ARISING
OUT OF, OR RELATING TO, ANY ACCOUNT, SAFE DEPOSIT BOX, OR ANY OTHER PRODUCT OR SERVICE, WILL BE RESOLVED
IN ACCORDANCE WITH THE PERSONAL ACCOUNTS & SERVICES DISCLOSURE AND AGREEMENT UNDER THE HEADING
“DISPUTE RESOLUTION.” I UNDERSTAND THAT DISPUTES MAY BE RESOLVED THROUGH ARBITRATION OR JUDICIAL
REFERENCE RATHER THAN BY A JURY.
Signing instructions: It is not Union Bank general policy to oﬀer accounts on which two or more signatures are required for
withdrawals.
I/We authorized Union Bank to pay out funds through the use of any electronic funds transfer system services (e.g., ATM or
BillPay Option) which I/any of us may request.
By signing below,
I/We understand that by funding my/our account, I/we agree to the terms and conditions (including those applicable to
electronic fund transfers subject to Regulation E of the Consumer Financial Protection Bureau) contained in the disclosure
documents which will be sent to me/us in connection with this application. Disclosure documents are also available for review
at https://www.unionbank.com/prcbterms.
I/We further agree that you may take such steps as you deem appropriate to verify the information provided in connection with
this application, including, without limitation, credit checks, and may require in-person veriﬁcation of identiﬁcation or other
information as a condition to providing or continuing to provide the deposit account(s), requested in this application.
I/We authorize Union Bank to obtain reports or other information from a consumer reporting or other information services
agency to help verify the information provided on this application for consideration of opening an account or for other lawful
purposes. Acceptance of the application does not guarantee the account will be opened as it is subject to further veriﬁcation.
I/We authorize you to release information concerning our credit worthiness, record and business standing elsewhere within
your institution and to guarantors, other creditors, credit bureaus, consumer reporting agencies, other credit reporters, and to
your agents, aﬃliates, subsidiaries and other companies as permissible by law.
I/We agree that my/our name, email address, phone number and other identifying information will be shared with third parties
(including third parties outside Japan such as third parties in US). Your information will be used by third parties to send
electronic communications to you, and to process and maintain records of your consent to receive and use electronic records
and signatures.
I/We hereby certify that all statements in this application are true and complete and are made for the purpose of opening
account relationships with you, authorize you to obtain such information as you may require concerning the statements herein;
agree that this application shall remain your property; and agree to inform you of any change in name and address within a
reasonable time.
I/We agree that the account relationships with you shall be governed by applicable California State Laws and Regulations and
United States Federal Laws and Regulations.
I/We acknowledge that you may furnish us from time to time with Japanese translations of some of the written materials
pertaining to the account relationships; that such translations are provided solely as a courtesy and without obligation to
continue to do so, and that if there is any discrepancy or inconsistency between the Japanese translation and the English
original, the English original will control.
To facilitate the Direct Deposit of salary to the checking account designated above in this Paciﬁc Rim Company Beneﬁts
Checking Account Application, l/we authorize you to provide my/our name(s) and the account number of that checking
account to my/our employer(s).
I/We authorize and direct Union Bank to disclose to my/our employer(s) from time to time the existence or non-existence of
the deposit account relationship(s) l/we may enter into with Union Bank at any time under this Application. I/We further
acknowledge and agree that this authorization for Bank to share conﬁdential banking information with my/our employer(s) will
remain in full force and eﬀect, until Union Bank receives written notice, at Union Bank's Japanese Customer Service Unit,
located at 50 Pointe Dr., Suite 300, Brea, CA 92821 USA, stating that this authorization has been revoked, and Union Bank has
had a reasonable time to act on such notice.
[Important Information about Procedures for opening a New Account]
To help the government ﬁght the funding of terrorism and money laundering activities, Federal law requires all ﬁnancial
institutions to obtain, verify, and record information that identiﬁes each person and/or entity who opens an account. In order
to comply with this requirement, when you open an account we will ask for your name, address, date of birth (for individuals)
and other information that will allow us to identify you. We may also ask to see your driver's license or other identiﬁcation
documents.

15

海外預金口座（Union Bank®1 口座） 重要事項説明書面
＊

兼 契約締結前交付書面 兼 外貨預金等書面

（この書面は、法令等の規定に基づく契約締結前交付書面兼外貨預金等書面です。）

この書面を十分にお読みください。
• 三菱ＵＦＪ銀行は、MUFG Union Bank, N.A.（
「ユニオンバンク」
）を所属外国銀行
とする外国銀行代理銀行として海外預金口座（ユニオンバンク口座）の契約締結の
媒介（勧誘ならびに取り次ぎ）を行います。
• 海外預金口座（ユニオンバンク口座）とは、米ドル建ての期間の定めの無い預金です。
• 海外預金口座（ユニオンバンク口座）には為替変動リスクがあります。為替相場の変動に
より、
お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、
当初海外預金口座（ユニオンバンク口座）
作成時の払い込み円貨額を下回る（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
• ユニオンバンクは三菱ＵＦＪ銀行とは別の銀行です。また、三菱ＵＦＪ銀行は同行の
預金支払能力を保証するものではありません。
• 三菱ＵＦＪ銀行は預金口座開設のお取り次ぎのみを行います。口座開設以降のお取引は、
すべてユニオンバンクと直接行っていただきます。
*1 以下「ユニオンバンク」という。

• 海外預金口座（ユニオンバンク口座）には為替変動リスクがあります。為替相場の
変動により、為替相場が当初海外預金口座（ユニオンバンク口座）作成時の為替
相場よりも円高に推移していたときには、
お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、
当初海外預金口座（ユニオンバンク口座）作成時の払い込み円貨額を下回る
（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
• 円貨を外貨にする際および外貨を円貨にする際は手数料（例えば、三菱ＵＦＪ銀行
の場合、1 米ドルあたり最大 1 円）がかかります。したがって、為替相場に変動が
ない場合でも、往復の為替手数料並びに送金関連手数料がかかるため、お受け取り
の外貨の円貨換算額が当初海外預金口座（ユニオンバンク口座）作成時の払い込み
円貨額を下回る（円貨ベースで元本割れとなる）リスクがあります。
〔商号・住所〕 MUFG Union Bank，N.A. 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 U.S.A.
〔商品の概要〕
商品名

Paciﬁc Rim Company Beneﬁts Checking (*2)
（日本国内の当座預金に類似の口座です）
（*2） ユニオンバンクの商品名で、以下「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」という。

商品概要

三菱UFJフィナンシャル・グループのグループ銀行である米国ユニオンバンクの米ドル建て預金口座です。

預金保険

日本国内の預金保険制度の対象ではありません。
ご預金は米国の預金保険制度（FDIC）の対象であり、
一定額まで保護されます。くわしくは、FDIC のウェブサイト（https://www.fdic.gov）をご覧
ください。

販売対象

三菱ＵＦＪ銀行の日本国内本支店に口座をお持ちの満 20 歳以上の日本の居住者で、“ 日本国内の
会社にお勤めで、米国へ駐在または企業派遣による留学、研修予定の方 ”がお申し込みいただける
商品です。（個人のお客さまに限ります）

期間

期間の定めはありません。

1

〔海外預金口座（ユニオンバンク口座）〕

預入
（１）預入方法

随時お預け入れいただけます。

（２）最低預入額

1 補助通貨単位以上
※ 口座開設に必要な最低預入額はございません。
（口座の開設日より90日以上ご入金がなく、口座残高が
0 米ドルのままの場合、口座は解約されます。
）

（３）預入単位

1 補助通貨単位まで預入可能

（４）預入通貨

米ドル

引出方法

随時お引き出しいただけます（利用可能残高の条件付き）。

利息
（１）適用利率

付利されません。

（２）利払方法

－

（３）計算方法

－

税金

（日本居住者のお客さま）
• 米国の税法上、原則として米国市民、米国グリーンカード保持者ではない日本の居住者の場合、
この開設預金口座のお受取利息について、口座の開設までに「W-8BEN フォーム」（預金口座
開設申込書に組み込まれています）に必要事項をご記入のうえ、三菱ＵＦＪ銀行経由ユニオン
バンクへご提出いただき、受諾されることにより、源泉税が免除されます。
※ 源泉税が免除されるには、米国内国歳入庁のルールにより、必要事項がすべて正しく記入された
フォームをご提出いただく必要があります。したがって、ご提出いただいたフォームに誤り・
漏れ等があった場合には、源泉税の対象となる場合がありますのでご了承ください。
• この申告については、米国内国歳入庁のルールにより、例外を除き 3 年ごとに行っていただく
必要があります。更新期に近づいたところで、
お客さまに、
ユニオンバンクより
「W-8BEN フォーム」
再提出のご案内をさせていただきますので、それにしたがってお手続きください（お客さまへ
ご案内をさせていただくためにも、現住所・郵送先を正しくご記入ください）。
• ユニオンバンクがお支払いした預金利息額は（10 米ドル以上の場合のみ）
、
「1042-S フォー ム」で
ご連絡いたします。
• なお、米国における利子所得は、日本における税務申告の対象となります。
• 米国籍の方は、ユニオンバンクでの口座開設に際し、「IRS W-9 フォーム」が必要となります。
（米国に赴任されるお客さま）
• 日本居住者のお客さまで、米国に赴任されるお客さまの場合、口座開設時には、
「W-8BENフォーム」
を提出していただきます（
「W-8BENフォーム」は、預金口座開設申込書に組み込まれています）
。
• 米国に赴任後、米国納税者番号を取得された場合には、米国納税者番号を申告するための「W-9
フォーム」をご提出いただく必要がありますので、ユニオンバンク・ジャパニーズ・カスタマー
サービスユニットまでご連絡ください。
「W-9フォーム」をご提出いただいたお客さまには、前年の支払利息額（10米ドル以上の場合のみ）を
記載した「1099フォーム」を送付いたします（米国内国歳入庁にも提出されます）
。
• 税務上のお取り扱いについては、今後変更される可能性があります。また、米国税務上のタックス
ステータスは個人によって異なりますので、個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、
専門家にご確認ください。

手数料および適用相場

• お預け入れ・お引き出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の合計額や計算方法を
あらかじめお示しすることはできません。
• 実際に適用される手数料や詳細な情報についてはユニオンバンク・ジャパニーズ・カスタマー
サービスユニットにお問い合わせください。または手数料や取引規定について、ユニオンバンクの
「Paciﬁc Rim Company Beneﬁts Checking Simply Stated Product Guide（パシフィックリム・
カンパニーベネフィット・チェッキング商品概要）
」
、
「Personal Accounts & Services Disclosure
and Agreement（個人口座とサービスについての開示および約款）
」
、
「Personal Accounts Fee
Schedule（個人口座手数料一覧）
」をご覧ください。これらの書類は、三菱ＵＦＪ銀行のホームページ内
にあるユニオンバンクのホームページへのリンクでもご覧いただけます。

付加できる特約事項

特にございません。

その他参考となる事項

• お取り次ぎの結果、ユニオンバンクにて、口座の開設をお断りする場合もあります。
• 休眠口座について
【ユニオンバンクが口座を休眠口座とする場合】
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、または口座で取引を行って
いない場合に、お客さまの最新の住所に記載された米国の州にあらゆる口座もしくはその他の
財産（例、貸金庫の中身）が没収されるまたは移転させ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、ユニオンバンクは、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、またユニオンバンクが、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、ユニオンバンクは、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。
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。
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その他参考となる事項

【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及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ユニオンバンクに連絡を
しなかった場合、ユニオンバンクは、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。
【休眠口座に対する手数料について】
ユニオンバンクは、資金を州に移管する前に、休眠口座の通知をお客さまに送付するための
手数料を課すことがあります。

お問い合わせ先

• 日々のお取引やお問い合わせは下記の日本語フリーダイヤルからユニオンバンク・ジャパニーズ・
カスタマーサービスユニットへお電話ください（プッシュホン方式電話からご利用ください）。
預金残高のご照会、振替、送金のご依頼、小切手の決済の確認等を承ります。
米国内から
電話番号

受付時間
（*4）

日本国内から

1-888-507-7669
（米国内フリーダイヤル）

00531-11-4392
（日本語国際フリーダイヤル）（*3）

1-714-985-2136
（通話料お客さま負担）

1-714-985-2136
（通話料お客さま負担）

米国太平洋時間
米国太平洋標準時 /
米国太平洋夏時間

（

）

日本時間
米国太平洋標準時（*5） 米国太平洋夏時間実施時（*6）

月曜日～金曜日：
午前 6:00 ～午後 11:00

月曜日：
午後 11:00 ～翌午前 0:00

月曜日：
午後 10:00 ～翌午前 0:00

土曜日：休業

火曜日～金曜日：
午前 0:00 ～午後 4:00＆
午後 11:00 ～翌午前 0:00

火曜日～金曜日：
午前 0:00 ～午後 3:00＆
午後 10:00 ～翌午前 0:00

土曜日：
午前 0:00 ～午後 4:00

土曜日：
午前 0:00 ～午後 3:00

日曜日：休業

日曜日：休業

日曜日：休業

支店名

Japanese Customer Service Unit

住所

50 Pointe Dr., Suite 300, Brea, CA 92821 USA

（*3）国際電話利用登録済みでない携帯電話や、IP 電話、ひかり電話またはご契約されている通話
回線の種類によっては、ご利用いただけない場合がございます。フリーダイヤルをご利用の
場合には、国番号をつけずにおかけください。
（*4）米国における一部の祝祭日等は休業いたします。
（*5）毎年 11 月初旬から翌 3 月中旬までの期間、日本との時差は 17 時間です。
（*6）毎年 3 月中旬から 11 月初旬までの期間、日本との時差は 16 時間です。
• また、ご不明な点は、誠に恐れ入りますが下記までお問い合わせください。
三菱ＵＦＪ銀行コールセンター 0120-860-777

〔海外預金口座（ユニオンバンク口座）のお預け入れとお引き出しに関わる手数料〕
お預け入れ

お取引内容

手数料等

日本国内から海外預金口座（ユニ
オンバンク口座）へのお預け入れ
（日本から米国への外国送金）

• 外国送金によるお預け入れの場合、ユニオンバンクでは被仕向送金手数料（*7）
として 15 米ドル /1 回がかかります。三菱ＵＦＪ銀行の日本国内本支店の口座から
の送金の場合、被仕向送金手数料（*7）は無料です。
• 外国送金を取り扱う各金融機関が定める所定の仕向送金手数料がかかります。仕向
送金手数料は、取扱金融機関により異なります。
• 円貨で外国送金をする場合、外国送金を取り扱う各金融機関が定める円貨を外貨に
する手数料（例えば、三菱ＵＦＪ銀行の場合、1 米ドルあたり最大 1 円）がかかり
ます。

米国内での海外預金口座（ユニ
オンバンク口座）へのお預け入れ

送金によるお預け入れの場合、被仕向送金手数料（*7）として15 米ドル/1 回がかかり
ます。
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お引き出し
その他手数料

お取引内容

手数料等

海外預金口座（ユニオンバンク
口座）から日本国内へのお引き
出し
（米国から日本への外国送金）

• ユニオンバンクでは、仕向送金手数料として最大 65 米ドル /1 回がかかります。
• 送金実行には、Funds Transfer Authorization（資金送金許可書）の提出
および登録が必要です。初めて送金を申し込まれる時期を想定し、余裕を持って
登録手続きを完了させてください。登録が完了されていない場合、送金依頼をお受け
できません。くわしくは、ユニオンバンク・ジャパニーズ・カスタマーサービスユニット
にお問い合わせください。
• 送金は米ドルもしくはその他の外貨で実行されます。為替相場の変動による通貨間
の為替リスクがありますのでご注意ください。
• 資金を受け取る日本国内の各金融機関が定める被仕向送金手数料（*7）がかかる
場合があります。なお、三菱ＵＦＪ銀行の日本国内本支店にあるお客さまの個人の
米ドル建て普通預金口座への送金の場合、被仕向送金手数料（*7）は無料です。

米国内での海外預金口座（ユニ
オンバンク口座）からのお引き出し

送金によるお引き出しの場合、ユニオンバンクでは送金手数料として最大 45 米ドル
/1 回がかかります。

月次サービス手数料

月次サービス手数料は、残高明細をオンラインで受け取る場合は 8 米ドル / 月、
残高明細を郵送で受け取る場合は 10 米ドル / 月となります。残高証明書と共に
小切手の画像の郵送をご希望の場合、3 米ドル / 月の追加手数料が発生します。
各月残高明細対象期間中、以下のいずれかに該当する場合、月次サービス手数料は
無料となります。
• 毎月、口座に一回の入金が 250 米ドル以上の給与振込（direct deposit）を設定
• 月間平均元帳残高が 1,500 米ドル以上
• 他の関連預金口座（*8）との合計月間残高が 5,000 米ドル以上

（*7）被仕向送金手数料とは外国送金の際に受け取る側が支払う手数料で、送る側が支払う仕向送金手数料とは異なります。
（*8）関連口座の名義人には、ご本人の名義が含まれている必要があります。
※ 手数料（米ドル）は、変更される可能性がありますので、くわしくはユニオンバンク・ジャパニーズ・カスタマーサービスユニットまでお問い
合わせいただくか、三菱ＵＦＪ銀行のホームページ内にあるユニオンバンクのホームページへのリンクで取引規定をご覧ください。
• 英ポンドの被仕向送金をユニオンバンクの米ドル建て預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料
は、上記のものとは異なります。
• その 他 の 手 数 料 や 取 引 規 定 に ついて、くわしくは、口 座 開 設 時 にお 渡しするユ ニ オン バンクの「Paciﬁc Rim Company Beneﬁts
Checking Simply Stated Product Guide」、「Personal Accounts & Services Disclosure and Agreement」、「Personal
Accounts Fee Schedule」をご覧ください。これらの取引規定は、三菱ＵＦＪ銀行のホームページ内にあるユニオンバンクのホームページ
へのリンクでもご覧いただけます。
• ユニオンバンクでは、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・アカウントに関する商品内容、および同意書や手数料に
関するご利用規定の日本語版をご用意しています。ご利用規定の修正版は、英語版のみになる場合があります。ユニオンバンクの商品および
サービスについては、英語または日本語で提示されるすべての規約および諸条件をご理解の上、ご利用ください。英語版と日本語版との間で
内容の相違・矛盾等がある場合、その相違・矛盾等の解決をするためには、英語版が支配します。なお、本口座以外のユニオンバンクの各種
口座に関わるご利用規定は英語版のみとなる可能性がありますので予め、ご了承ください。

（2022 年 1 月 4 日現在）

〈反社会的勢力の排除〉

預金者が次の各号のいずれかに該当する場合には、三菱ＵＦＪ銀行がユニオンバンクとの取引の媒介を停止する
ことができるものとします。また、これにより損失が生じた場合でも、三菱ＵＦＪ銀行は責任を負いません。
⑴ 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
⑵ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力をもちいて三菱ＵＦＪ銀行およびユニオンバンクの信用を
毀損し、または三菱ＵＦＪ銀行およびユニオンバンクの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
（2022 年 1 月 4 日現在）
MUFG Bank, Ltd. is not a member FDIC and its products and services ARE NOT insured by the FDIC or by any other
federal government agency.
©2022 MUFG Union Bank, N.A. All rights reserved. Member FDIC. Union Bank is a registered trademark and brand
name of MUFG Union Bank, N.A. unionbank.com
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郵送方法

「宛名用紙」

5 3 0-8 7 8 0

料金受取人払郵便
大阪北局
承 認

定形外郵便物

7280
差出有効期限
２０２３年１２月３１日
まで

（受取人）

切手を貼らずに
（お出し
ください ）

日本郵便株式会社大阪北郵便局
私書箱第38号
メールオーダーセンター
「ユニオンバンク」係

ご住所
お名前

〈キリトリ〉

1 ご住所・お名前をご記入ください。
2 キリトリ線に沿って切り取ってください。
3「宛名用紙」
をしっかりとのりづけした封筒に、
「申込書」
等を折らずに封入のうえ、
ご郵送ください。
全面にしっかりと
のりづけしてください

送付される書類について、
のり付け前にいま一度ご確認ください。

8 0
5 3 0-8 7
料金受取人払郵便

定形 外郵 便物

大阪北局
承 認

7280

送付される書類は、
全て揃っていますか（お客さま控は大切
に保管してください）。

差出有 効期限
１日
２０２３年１２月３
まで

切手を貼らずに
（お出しください ）

お名前

② パスポート

住民基本台帳カード
③
（写真付き）

④ 個人番号カード

お手持ちの封筒を
ご用意ください

料金受取人払郵便

5 3 0-8 7 8 0

大阪北局
承 認

⑧ 健康保険証

差出有効期限
２０２３年１２月３１日
まで

切手を貼らずに
（お出し
ください ）

（受取人）

日本郵便株式会社大阪北郵便局
私書箱第38号
メールオーダーセンター
「ユニオンバンク」係

お名前

⑦ クレジットカード

定形外郵便物

7280

ご住所

⑤ 運転経歴証明書

在留カード
⑥
または特別永住者証明書

ーセンター
メー ルオーダ
ンク」係
「ユ ニオンバ

〈キリトリ〉

本人確認書類として以下の項目から2つの書類のコピー
をご同封いただいておりますか（2つの書類のうち最低1つ
は①～④からお選びください）
。
① 日本の運転免許証

会社大阪北郵
日本郵便株式
号
私書箱第38

ご住所

訂正された箇所は、署名またはイニシャルをご記入され
ましたか。

便局

（受取人）

