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便利なサービス～お取引がより簡単に

デビットカード
550カ所以上にのぼるユニオン・バンクのATMが手数料無料でご利
用いただけます。また、国内外100万カ所以上のATMネットワーク1も
ご利用いただけます。Debit MasterCard®加盟店であればお買物に
お使いいただくことも可能です。

無料オンライン・バンキングとビル・ペイ 
（各種請求書のお支払い）2

インターネットがあればどこからでもチェッキング口座にアクセスいた
だけます。残高のご照会、ご資金のお振替、支払済み小切手のコピーの
ご確認および口座情報のダウンロード等が可能です。また、米国内で
あれば各種請求書をオンラインでお支払いいただくこともできます。

自動口座振込（手数料無料）
例えば、給与の受取方法を口座振込にすれば、給与小切手が決済さ
れるのを待つ必要はなくなります。その他、社会保障年金、投資商品
の収益等の定期的なご入金についても、自動口座振込をご利用いた
だけます。

オンラインでのステートメント・支払済み小切手 
コピーのご確認（手数料無料）
お客さまのステートメント、預金入金票および支払済み小切手の 
コピーが、オンライン上でご確認いただけます。郵送より迅速かつ 
安全です。

24時間テレフォン・バンキング
インターネットがご利用いただけない場合でも、プッシュホン式の電話
でご連絡いただくことで、残高のご照会、ご資金のお振替、小切手の決
済確認などを行うことができます。

機能的なサービス～口座の管理がより簡単に

複数口座明細の一括表示
チェッキング口座、セービングス口座、およびマネー・マーケット口座を
20口座まで一つのステートメントにまとめて表示することができます。

払済み小切手のコピーのご送付
各種お取引の記録や管理を効率的に行っていただけるよう、支払済み
小切手のコピー（表面）をステートメントと一緒にご送付いたします。

チェック・セーフキーピング
ユニオン・バンクでは、全ての支払済小切手のコピーを７年間保管いた
します。また、月2枚まで無料でコピーをお送りいたします。3

手数料等を節約するサービス～ 
お取引がより経済的に

オーバードラフト・プロテクション
キャッシュ・リザーブ口座をご開設いただくか、セービングス・オーバー
ドラフト・プロテクションにお申込みいただくことで、オーバードラフト 
(貸越)手数料の発生を防ぐことができます。4

ローン金利の優遇
固定金利型オートローン、ホーム・エクイティローン、パーソナルローン
の各ローンにつきましては、ご返済をユニオン・バンクのチェッキング
口座またはセービングス口座からの自動引き落としにしていただくこと
で、適用金利を0.25%優遇させていただきます。5

ユニオン・バンクでは、お客さまのニーズにあわせて便利な 
機能を備えたチェッキング口座を各種ご用意しております。
便利で簡単、そして機能的
ユニオン・バンクのチェッキング口座は、多くのお客さまにお選びいただいております。是非ご利用ください。

詳しくは、“All about Personal, or All About Business, Accounts & Services 
Disclosure and Agreement”またはウェブサイトunionbank.comをご覧下さい。

1  所定のネットワーク手数料がかかります。また、ユニオン・バンク以外のATMの場合
は、追加手数料がかかる場合があります。ATMでのミニ・ステートメント発行につい
ては別途手数料がかかります。

2  無料オンライン・バンキングとビル・ペイ（各種請求書のお支払い）は個人およびス
モールビジネス口座に適用されます（オーバードラフト(貸越) 手数料など、その他
の手数料は引続き適用されます）。

3  ステートメント期間1回につき２枚まで無料。それを越えた分につきましては手数料
が発生する場合があります。

4  当資料はご融資をお約束するものではありません。キャッシュリザーブ口座の開設
は当行所定の審査に基づいて決定されます。所定の手数料および諸条件が適用さ
れる場合があり、また、それらは事前通知なしに変更される場合があります。詳しく
は、“Cash Reserve Account Agreement and Disclosure Statement”をご覧
ください。

 連邦政府の規則により、セービングス口座から他の口座への振替のうち、特定の種 
 類の振替については（セービングス・オーバードラフト・プロテクションによる振替を 
 含む）月間最大６回までに制限されています。 
5  当資料はご融資をお約束するものではありません。ご融資は、当行所定の審査に基

づいて決定されます。また、場合によっては車両鑑定評価に基づいて決定されます。
不動産および車両を担保とするご融資は、担保となる物件・車両が、カリフォルニア
州、オレゴン州およびワシントン州に所在または車両登録されていることが必要で
す。無担保でのご融資は、カリフォルニア州、オレゴン州およびワシントン州の居住者
に限りご利用可能です。諸条件は事前通知なく変更される場合があります。

6  合計残高とは、ユニオン・バンクのチェッキング口座、セービングス口座、マネー・マ
ーケット口座または定期預金口座のうち、一口座またはお客さまから合算のお申し
出をいただいた複数口座における各口座の月間平均残高の合計額を意味します。
同一名義人の口座に限り合算することができます。

7  段階金利型チェッキング口座またはレギュラー・チェッキング口座を開設いただ
くことが条件となり、そのチェッキング口座と他の適格口座の合計残高が最低で
$10,000必要です。合計月間平均残高が$10,000を下回った場合、$18の月間口
座維持手数料がかかります。口座の開設には、最低$100のお預け入れが必要です。
またオーバードラフト(貸越)手数料など、その他の手数料は引き続き適用されます。
開設から90日以内に口座を解約される場合は手数料がかかります。

8  本サービスは、ハイレート・マネー・マーケット口座(個人・法人)、ビジネス・プレミア
ム・マネー・マーケット口座には適用されません。

9  ユニオン・バンク以外のATM使用時に、その所有会社および運営会社により課金さ
れた手数料を月2回までご返金いたします。 

10  貸金庫(標準サイズ)を無料でご利用いただけます。より大きなサイズの貸金庫をご
利用の場合は年間手数料を40ドル割引いたします。貸金庫のサイズと空き状況は
お取引店にお問い合わせください。

11 無料のATMミニ・ステートメントは、ユニオン・バンクのATMでのみお受取できます。
12  毎月1回、最低$100の自動口座振込の設定が必要です。
13  フリーチェッキングは個人のお客さまのみご利用可能です（オーバードラフト(貸越)

手数料などその他の手数料は適用されます）。最低$100のお預け入れ金額が必要
です。開設から90日以内に口座を解約される場合は手数料が発生します。新規のお
客さまの場合のみ、最初に注文される120枚のUnion Bank Exclusive Design 
Checkが無料となります（ウォレットサイズのみ）。

14  ティーン・アクセス口座の開設には、成人の共同口座名義人が必要です。

 チェッキング口座
ニーズにあわせてお選びいただけます
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ユニオンバンクのチェッキング口座で、お取引の幅を広げてください

各チェッキング口座は右記の方法にてお申込みいただけます。             1-800-796-5656 までお電話ください              unionbank.com にアクセスしてください            お近くの支店にお越しください

総合的な金融・投資サービス機能を持つ 
チェッキング口座をご希望のお客さまには 

シグネチャー・バンキング SM

お預け入れ残高に応じたより有利な金利を
ご希望のお客さまには 

段階金利型チェッキング

小切手振出が無制限の口座をご希望の 
お客さまには

レギュラー・チェッキング

手数料がお得なチェッキング口座を 
ご希望のお客さまには 

フリー・チェッキング 13

55歳以上のお客さまには

55プラス・チェッキング— 
月間口座維持手数料が無料

13歳から17歳までのお客さまには

ティーン・アクセスSM—
自立した十代の方のための 
口座です14

初回最低預入金額 $1007 $100 $100 $100 $100 $100

特徴・特典 ●  段階金利型チェッキングまたはレ
ギュラー・チェッキング口座の開
設が必要

●  マネー・マーケット口座(個人・法
人)の月間口座維持手数料が無料8

●  シグネチャー・バンキング専用小
切手が無料

●  国内外のATMご利用手数料を月2
回までご返金9

●  ユニオン・バンク・デビットカード
●  無料オンライン・バンキングおよび

ビル・ペイ
●  貸金庫(標準サイズ) 使用料が無料10

●  マネーオーダー、トラベラーズチェ
ック、キャッシャーズチェック発行
手数料が無料

●  ストップペイメント、ATMミニ・
ステートメント11が無料

●  ＄500のキャッシュリザーブ枠を
事前承認（年間手数料無料）

●  ユニオン・バンク・デビットカード
●  無料オンライン・バンキングおよび

ビル・ペイ
●  お利息が付きます(1ヶ月複利/月

次受取)

●  ユニオン・バンク・デビットカード
●  無料オンライン・バンキングおよび

ビル・ペイ
●  小切手の振出制限なし

●  初回の小切手帳のご注文が無料
●  ユニオン・バンク・デビットカード
●  無料オンライン・バンキングおよび

ビル・ペイ
●  月間口座維持手数料が無料
●  最低預金残高の制限なし
●  小切手の振出制限なし

●    初回の小切手帳のご注文が無料
●  ユニオン・バンク・デビットカード
●  無料オンライン・バンキングおよび

ビル・ペイ
●  月間口座維持手数料が無料
●  最低預金残高の制限なし
●  小切手の振出制限なし

●  ユニオン・バンク・デビットカード
（1日の利用限度額の設定可能）

●  無料オンライン・バンキングおよび
ビル・ペイ

●  月間口座維持手数料が無料
●  最低預金残高の制限なし
●  小切手の振出制限なし

月間口座維持手数料が無料になるために必要な預金
残高（いずれかに該当する場合）
● 最低日次残高
● 月間平均残高
● 合計月間平均残高6
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 $1,000 $750
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月間口座維持手数料

● オンライン・ステートメントをご利用の場合
● 従来のステートメント(チェック・セーフキーピング)をご利用の場合
● イメージ・ステートメントをご利用の場合

$17

$17.50
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 カリフォルニア州        オレゴン州/
                               ワシントン州

 $11  $8

 $11.50  $8.50

 $12  $9

    自動口座振込をご利用の場合、 
    月間口座維持手数料を１ドル優遇

 カリフォルニア州        オレゴン州/
                               ワシントン州

 $8  $6

 $8.50  $6.50

 $9  $7

    自動口座振込をご利用の場合、 
    月間口座維持手数料は無料12

   無料    無料    無料


