
カリフォルニアアカウント・プログラムの
米ドル建預金□座開設にあたつて

三菱東京∪F」銀行は、M∪FG∪ nion 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、チェッキング・アカウントと

セービングス・アカウントの契約締結の媒介 (勧誘ならびに取り次Jを行います。

■ カリフォルニアアカウント・プログラムは、ユニオンバンク・エッセンシヤリレズ。チェッキング

(以下チェッキング・アカウントという)と レギュラー・セービングス(以下セービングス・

アカウントという)を提供する預金プログラムです。

■米国「ユニオンバンク」のチェッキング・アカウントとセービングス。アカウントの開設を
お取り次ぎします。

■ A/1UFG Union Bank,N.A.(ユ ニオンバンク)は、三菱東京UF」銀行とは別の銀行です。

■□座開設以降のお取引は、すべてユニオンバンクと直接行つていただきます。

■米国駐在員向け専用□座「パシフィックリム・カンパニーベネフィットプログラム」とは

異なる商品です。「バシフィックリム・カンノf二一ベネフィット・プログラム」□座をご希望

の方は、ユニオン,ヾンク。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

ください。

0三 菱東京UF」銀行 U UnionBank'
難 甲『 聾

A member of MUFG, a g oba financia group

海外国座ご紹介サTビス

カリフォルニアアカウント・プログラム

米国へのご出張やご旅行の多い方t

留学や駐在などで米国に滞在される方、

米ドル建で資産を預けたい方に便利です。



米鍮≫饉嚢全讐決済輝塞《チュッキングザ鳶ウント》匙

≪魔―‐―ぴ≫ダ丞ず拷ウン≫》綽潮設けサポート椒ます。

米国の銀行□座を開設すると、

こんなに便利

三菱東京UFF銀行●I米趙∴∴オンバ飩ク礫

米国のATA/1で現金の引き出しができる

カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州内600台

以上のユニオンバングAttA/1で ご利用しヽただけます。

(平成26年 6月 末現在)

米ドル建で預金ができる

資産を米ドル建、米国の金利で預金することができる

ので、リスク分散になります。
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でも、一般的に米国の銀行□座

開設は手続きが大変…

英語での書類記入

一般的に米国の銀行□座を開設するには、米国に行き、

現地の銀行での手続きや、SSN(Social sec∪ rlty

Number:米国の社会保障番号)が必要です。

また通常は英語での手続きとなります。

カリフォルニアアカウント・プログラムなら、

米国の銀行□座を日本にいながら、

日本語で開設できます。

●

目中    
‐

カリフォルニアアカウント:プログラムが

解決します!    ‐ ‐



日 米国の銀行金利を適用してほしい

米国の預金保険制度(FDIC)により
一定額まで預金を保障してほしい

□ 不明な点を日本語で問い合わせたい
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米国への出張や旅行が多い方

□ 渡米の度に両替するのが面倒

□ 残高照会や振り替え等を日本語でしたい

EI AttMで現金の引き出しがしたい

留学生や駐在員の方

□ □座開設後も日本語でやりとりしたい

EI ATA/1で現金の引き出しがしたい

tr t>= 4 > t \>*>)aflJflr_,rcu\

米ドルで預金したい方
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lf UnionBank' (ユ ニオンバンク)の ご紹介

A memberofトッ4∪ FG,a global financial group

M∪ FG∪∩lo∩ Ba∩ k,N.A.(ユ ニオンバンク)は、世界で最大かつもっとも安定した金融機関の

一つである*1三
菱∪F」 フィナンシャル・グループ (A/1∪ FG)のグループ銀行です。ユニオン

バンクは、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州において、400を超える支店を展開して

おり、邦銀の米国グループ銀行としては、最大規模を誇ります。名誉あるA/1∪ FGグループの一員

として、ユニオンバンクは約150年にわたり、質の高いサービスと革新的な商品を提供しています。

●本店:ニュー∃―ク  ●支店:カリフォルニア州を中心に400支店以上呼成26年 8月末現在)

●特 徴 :総資産約 1,000億 米ドル 格付 Moody'siA2 S&P:A十  ※格付はしヽずれも長期格付(平成26年6月末現在)

*l GlobalF nance.ヽへyorld's50 Safest Banks,October 201 3

カリフォルニアアカウント・プログラムの
ご利用メリット

米ドルで預金したい方のメリット

カリフォルニアアカウント・プログラムを利用してユニオンバンクに□座 (セ ービングス・

アカウント)を開設し、米ドルで預金すると、ユニオンバンク所定の金利が適用されます
*2。

ご預金は米国の預金保険制度 (FD⊂ )の対象であり、一定額まで保護されます*3。

□座残高の確認などは日本語フリーダイヤルのご利用が可能です。

日本の預金保険制度と、米国の預金保険市」度(FD C)の比較

躙冬 仁 圏

曰本の預金保険制度において、金融機関が破綻したときに預金保険で保護される預金等 (以下
「預金」といいます)の 額は、保険の対象となる預金のうち、決済用預金 (無利息、要求払い、決済

サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金に

ついては1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万 円までとその利患等です。

ユニオンバンクの□座は日本の預金保険制度の対象とはなりませんが、米国の預金保険制度

(FD C)の対象であり、一定額まで保護されます。

日
三菱東京∪F」 銀行

日本の預金保険制度により、

1,000万 円と利息まで保護

ユニオンバンク

米国の預金保険制度(FDIC)の対象であり、

一定額まで保護

●会社役員・男性

なるべく資産のリスク分散を図りたしヽ

と思つていたところ、矢□人の紹介で

カリフォルニアアカウントプログラムを

矢□りました。預金が米国の預金保険の

対象になると聞いて、すぐに□座を開設

しました。

*2

ユニオンバンタ所定の利率 (変動金利)。

利息は毎日複利ベースで計算され、

3ヵ 月ごとにお客さまの□座に入金さ

れます。適用利率については、ユニオン

バ ンク の 日本 語 ホ ー ム ペ ー ジ

(httpsプ /www u∩ onbank com/

ca acct)を ご覧いただくか、ユニオン

バング・ジャパニーズ カスタマー

サービスユニットに直接お問い合わせ

ください。

*3

米国の預金保険制度(FD C)の 対象で

あり、一定額まで保護さllます。日本の

預金保険制度の対象ではありません。

最新の情報はFD Cの ウェブサイト

(http//wwwfdに gov)を ご覧ください。
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米国出張・旅行者のメリット

米国を出張や旅行で頻繁に訪れる方は、その都度円から米ドルヘ両替するよりも、

米国の銀行□座からAttA7/で現金を引き出す方が便利です。

ユニオンバンクは国際的なAttMネットワーク「C rrus'」 、「SttAR'」 、「f laster⊂ ard'」 および

「MaestrO=」 と提携しており、カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州内600台以上の

ユニオンバンクAttMと、米国を含む全世界170万台以上の提携AttMがご利用できます
*4。

(平成26年 6月末現在)

ATMはカリフォルニア州、オレゴン州、

ワシントン州内600台以上。

提携ATA/は 米国を含む全世界に170万 台以上

ユニオンバンフロ座にまとめて入金しておき、

現地で引き出し

600台以上 170万台以上

留学生や駐在員のメリット

米国で数ヵ月以上滞在される留学生や駐在員の方にとつて、AttMカ ードを使つて米国

の銀行□座から直接現金を引き出せるのは大きなメリットです。

また、電話でのお取引には日本語を話すスタッフが応対しますので、安心してお取引

いただけます。

日本語OKのスタソフが応ヌi

●会社員・女性

仕事の関係で、2ヵ月に1回 ほどのペース

で米国に出張しています。毎回円から

米ドルに両替するのが面[」 だと思つて

いたところ、カリフォルニアアカウント

プログラムを矢□り、すぐに開設しました。

利用できるATA/1も 多いので、非常に

便利です。

*4

ユニオンバンクATIN/1の利用手数料は

無料ですが、ユニオンバンク以外の

ATA/1の利用によ手数料がかかります。

くわしくはレ
“

Oρ∂:ハ

“
οtlρ お Fee

S■ edυ謄6ョ″わllpυ Jをご覧ください。

渡米前に、現地では車がないと不便

だと知り、留学後すぐに車を購入できる

よう、日本でカリフォルニアアカウント・

プログラムのチェッキング・アカウントを

開設。当座の必要資金を事前に送金

することができたので助かりました。

米国ご赴任先企業がすでに別商品の

米国赴任者用専用□座「パシフィックリム・

カンパニーベネフィット・プログラム」

をご利用されている場合があります。

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ご確認

ください。

ユニオンバンク日本語スタッフ
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2種類の口座をお申し込みいただけます

海外□座ご紹介サービス《カリフォルニアアカウント・プログラム》では、以下の2種類の

□座をお選びいただけます。同時に2種類の□座をお申し込みいただくことも可能です。

セ ー ビ ン グ ス・ ア カ ウ ン ト ー般白勺に貯蓄を目的とする□座です

(商品名 :Regutar Savlngs)

通 貨 米ドル

適用利率

ユニオンバンク所定の利率およびアニュアル ノヾ―センテージ イールドが適用

されます。利息は毎日複利ベースで計算され、3ヵ月ごとにお客さまの□座に入金されます。

適用利率およびアニュアル・パーセンテージ イールドについてくわしくは、ユニオン

バンクの日本語ホームページ(httpsi//www un onbank com/caacct)を ご覧

しヽただくか、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こ直接お問い

合わせください。

0米 ドル

□座の開設日より60日以上ご入金がなく、□座残高が0米 ドルのままの場合、

□座 よ解約されます。

初回最低

預入金額

□座開設手数料  □座開設手数料はかかりません。

1  4米ドル/月

□座維持手数料  お客さまの毎日の□座残高が300米 ドル以上の場合、また ま毎月少なくとも1回 、

25米ドル以上のご入金があった場合は無料となります。

預金保険 米国の預金保険市」度(FD C)の 対象であり、一定額まで保護されます。

蛉静う
°

i:::::'i:ぜ]  瑞槃贈ソ男弄5°

チ ェ ッ キ ン グ・ ア カ ウ ン ト 決済用□座として米国での生活1必可欠です

(商品名 :∪ n on Bank Essentiats Checking)

※その他手数料がかかる場合があり

ます。手数料についてくわしくは、

ユニオンバンクの「Pe60ρ∂
`ハ

ccOυρお

Fee Scわedde(Ca`′ 6οだρむ)」 と「l llP′ορ

3aρ 々[sseρよアars Cヵ ecた ァρg S′ lplρ ll

Slaよ εd Prο dυ cど Gυ アd司 および

「RegLllθ「 Sθ ァ「ngs S′′ηρ
`/Sど

aどed
Prο dυ c[GυdeJを ご

｀
覧くださしヽ.

通貨 米ドル

適用利率 付利されません。

100以 (ドリレ

□座の開設時より60日以上ご入金がなく、□座残高が0米ドルのままの場合、

□座は解約されます。

初回最低

預入金額

□座開設手数料  □座開設手数料はかかりません。

残高明細をオンラインで受け取る場合:8米 ドル/月

残高明糸日を郵送で受け取る場合 10米ドル/月

各月残高明細書対象期間中、以下のしヽずれかに該当する場合、

□座維持手数料
甲鷺婆ξ喬甦継竺侶樹筵 fy発米日レl■の給与振動 ett depoJo搬定

2 月間平均残高が1,500米 ドル以上

3 他の関連預金□座
*と

の合計月間残高が5,000米ドル以上

*関連□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。

使用料金はかかりません。小切手帳をご希望の場合は、日本語コールセンターヘご連絡

ください。作成には、作成・郵送料がかかります。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ュニットこ直接お問い合わせください。

小切手

預金保険 米国の預金保険制度 (FD C)の 対象であり、一定額まで保護されます。
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ATMカードと口座店のご紹介

●ATMカード(キャッシュカード)

ご希望に応じ、AttA/1カ ードを発行します。AttA/1カ ードは日本におけるキャッシュカードに

相当します。ユニオンバンクは、「Clrrus01、 「SttARO」 、「A/1asterCardO」 および

「A/1aestroO」と提携しているため、世界各地で提携AttM*1か ら現地通貨による現金のお

引き出しが可能です。日本ではゆうちょ銀行や一部のクレジットカード会社のCDまたは

ATMでご利用いただけます(ただし、所定の手数料力わ か`ります。また、予告なしにご利用

できなくなる場合があります)。 なお、三菱東京∪F」 銀行をはじめ、日本の都市銀行の

CD/AttMで はご利用いただけません。「MaestrO①」や「SttARO」 が使える店舗であれ

ば、お客さまのチェッキング・アカウントに関連するAttA/1カードと暗証番号 (PIN)を使い、

購入に際してのお支払いを行うことができます。

ユニオンバンクのATA/1は 米国西海岸を中心に600台以上設置しています*2(平
成26年

6月 末現在)。 ユニオンバンク以外のAttMの ご利用は、その他手数料がかかる場合が

あります。AttA/1の ご体」用手数料の詳細については、助 わna"々 Bsenめむ07eまスηg

S′mρ1/5ね leσ Prοσυcよ G~υde」 および「Regυbr sayル 7gs Sttρ 1/5わねσ Prοσυcど

Gυ′σe」 をご覧ください。

●□座店

(ユ ニ オ ンバ ンク 0ジャパ ニ ー ズ・カ ス タ マ ー サ ー ビス ユ ニ ット)

□座店はユニオンバンクの「ジャパニーズ・カスタマーサービスユニット」となります。

ロサンゼルス郊外にあるカリフォルニアアカウント・プログラム専用の支店です。お取引は

主に電話・インターネット・ファックス(送金以外)。 郵便等で行つていただきます。ご来店

窓□としては、カリフォルニア・オレゴン・ワシントンリヽN等における400を超える同行本

支店をご利用いただけます (平成26年 8月末現在)。

●日本語コールセンター

(ユニ オ ンバ ンク 0ジャパ ニ ー ズ・カ ス タ マ ー サ ー ビ ス ユ ニ ット)

日本語を話すスタッフが応対します。なお、当該ダイヤルは、国際フリーダイヤルをご用意

しています。電話番号、受付時間などは本冊子裏表紙をご確認ください。

●オンラインバンキング

初回登録後、米国、日本、そして世界中どこからでも、ホームページ i vvハ vャw unittnbank com

ヘアクセスし、オンラインバンキングをご利用いただけます。預金残高や入出金明細の

ご照会、ユニオンバンク内□座間振替、オンライン・ビル・ペイ(各種請求書のお支払い)

などを毎日利用できます。

「提携ATMJとは、「C rrus・ 」「STAR・ 」
「Mastercard'」 または「A/1aestro=」 に

力□盟しているATA/1で 、各社のロゴ

マークが表示されています。

*1

全世界 (日 本を含む)こ 170万台以上

あります。銀行によつては、ATMの
利用手数料に力□えて、別途、手数料

(Surcharge)を 徴求する場合があり

ます (こ の場合、通常ATM画 面等で、

その旨表示されます)。

*2

グアム・サイノマン バージンアイランド・

プエルトリコは米国外の扱しヽです。

各種請求書 のお支払 いの ご利用

オンライン・ビル・ペイ (各種請求書の

お支払し→は米国内におけるお支払いに

ご利用いただけます。オンライン・ビル・

ペイを活用することで、ご自身で小切手

を振り出して郵送する必要もなく、公共

料金のお支払い、クレジットカードや

家賃のお支払いを行うことができます。

また都度払いや毎月定期的な支払いを

設定することもできます。オンライン・

ビル・ペイよ信頼できるセキュリテイー・

テクノロジーにより保護されています。

□座開設時にお送りするご利用規定

をご確認ください。

0
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●送金サービス

お客さまのユニオンバンク預金□座へのご送金、同□座からのご送金は、ユニオンバンク

ジャノヾ二一ズ・カスタマーサービスユニットにおいて、以下のとおり行わねます。

●日本 からの ご送金

日本からお客さまのセービングス・アカウント、もしくはチェッキング・アカウントに送金

される場合、下記事項をご記載ください。

ユニオンバンク側でのご送金の被仕向処理について、手数料14米ドル (平成26年 10月 末

現在)を申し受けます。

なお、日本からのご送金にあたつては、通常、送金受付銀行の外国送金手数料が

かかります。三菱東京∪F」 銀行の外国送金手数料については三菱東京∪FJ銀行のホーム

ページをご覧ください (httpi〃 www bk mufgip)0外国送金には、□座番号を連絡する

際に同封する「外国送金依頼書」をお使いのうえ、お近くの三菱東京∪F」 銀行の外国

送金取扱店より、ご送金いただくか、三菱東京∪F」 銀行の支店のAttMコ ーナー等に設置

のテレビ窓□または三菱東京∪F」 ダイレクトをご利用のうえ、ご送金ください。

●お客 さまの □座 からの送金

ユニオンバンクにあるお客さまのセービングスロ座、もしくはチェッキングロ座から、

他の米国内および海外の□座へのご送金は、ユニオンバンク・ジャノヾ二―ズ・カスタマー

サービスユニットにお電話でご依頼ください。

送金のご依頼にあたつては、時差および処理に要する時間を十分ご考慮のうえ、お申し

込みください。お客さまの□座からの送金については、仕向送金手数料を申し受けます。

くわしくはユニオンバンクの「Persορ∂′スccουρお Fee Scわeσυre(C∂
`′

ゎrρ′∂)」 を

ご参照ください。なお、送金の受取銀行において、被仕向送金手数料を徴求されることが

あります。

お客さまのユニオンバンタロ座への送金、

またはお客さまのユニオンバンクロ座

からの送金に対応しています。ただし、

セービングス アカウント7」 らの引き

出しは月6亘 までとなります(テ レフォン

バンキング、オンラインバンキング、

モバイルブヽ
｀
ンキング、預金貸越による

振り替えを含みます)。

0
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銀
行
コ
ー
ド

(ABA Number/
Routing Number)

122000496

(SV∨ IFtt Code) BOFC∪ S33ハハPK

銀行名・支店名

(Bank&Branch)

ハyl∪ FG Unlon Bank,NA
」apanese Custttmer Servlce∪ nit

支店・住所

(Branch Address)

31 51 Eastlmperial Hlghゝ へ/ay,

Brea,Calfornia 92821,∪ SA



お手続方法

セービングス・アカウントとチェッキング・アカウントのお申し込みにあたっては、

下記をご確認ください。

0セービングス・アカウント(一般的に貯蓄を目的とする□座です)

(商品名 :Regubr Sav ngs)

0チ ェッキング・アカウント(決 済用□座として米国での生活に

不可欠です)

(商品名 :∪ n on Bank Essentiaじ ⊂heck ng)

※同時に2千重類の□座をお申し込みしヽただくことも可能です。

三菱東京∪F」 銀行の本支店に□座をお持ちの満20歳以上の

日本の居住者 (個人のお客さまに限ります)。

本人確認がお済みでないお客さまは、別途最寄りの三菱東京∪F」

銀行の本支店にご来店もしくは本人確認資料の送付をお願い

することがあります。共同名義□座の場合、共同名義人の方にも

三菱東京∪F」銀行の本支店に□座をお持ちいただく必要があります。

三菱東京∪FJ銀行あての「取次依頼書」、およびユニオンバンクあての

「預金□座開設申込書J(両方とも本パッケージに同封)を ご提出

くださいe力 □えて、本人確認の書類として以下の項目から2つ の書類

のコピーが必要です*。

2つの書類のうち最低1つ は●～●からお選びくださいに3が日本以外のパス

ポートの場合、●パスポートとこタレジットカードとの組み合わせは不可).

0日本の運転免許証/」 apanese Dr ver's Llcense

または運転経歴証明書/Ce威 if cate of D「 Mng H stoψ

(日 本の運転免許証の場合、現住所などに変更箇所がある場合は裏面の

コピーも必要です)

4‐ パスポート/Passpo威

(日本のパスポートの場合、顔写真のページと所持人記入欄の両方のコピー

が必要です)

0住民基本台帳カード(写真付き)/BaЫ c ReЫdentb[Reg`te Cad

(wth photo)

●在留カード・特別永住者証明書 /Res dent card,Spec at

Permanent Resldent Certf cate

Oクレジットカード/credit Card

(V SAI・ ハνAasterCard●・Amettcan Expresst・ D SCO∨ ER=」 CB D ners Ctub

のいずれ力ヽこ限る。家族カード、法人カード、コーfiレートカードを除きます)

0健康保険証/HeaLh nsumnce Cettficate

(カード型健康保険証の場合で裏面に住所等の記入ll●lがある場合は、住所を

裏面に記入のうえ、裏面のコピーも必要となります)

*

三菱東京∪F」 銀行にご提出いただい

た書類 は、ユニオンバンクの□座開

設を目的に取得し、それ以外の目的の

ために利用することはありません。本

籍地等の1青報は、三菱東京∪F」 銀行は

取得せず、当該部分が言哉別不能となる

よう処理いたします。

0

お申し込み

いただける

□座の種類

お申し込み

いただける方

お申し込みに

必要な書類



ご留意事項

外為法関連のご案内

「国外送金等に係る調書提出制度」について

外為法の改正により、国境を越える資金の移動が

自由となつたため、所得税・法人税・相続税その他

の内国税の適正なll■保を図ることを目的として

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外

外為法の報告制度について

送金等に係る調書の提出等に関する法律」(いわゆる

国外送金等に係る調書提出制度)が平成10年4月

1日 より施行されました。これにより、次の3つ の

手続きが必要となりました。

日本から海外預金あて送金をする場合 海外預金から日本へ資金を取り寄せる場合

お客さまに告矢□書を提出していただきます。

お客さまの氏名。名称および住所等を記載した告矢□書をお取引の際に窓□に提出していただきます

(各種依頼書と兼用にする等できる限りお客さまのお手間とならないよう工夫しております)。 ただし、

本人確認資料にてご本人さまの確認が済んだ□座を通じて国外送金等をする場合には、この告矢□書の

提出は不要となります。

告矢□書の提出が必要なお客さまには、本人確認資料をご提示いただきます。

運転免許証やパスポート等の本人確認資料をお客さまよりご提示しヽただき、告矢□書に記載された

お客さまの氏名。名称および住所等との一致を確認させていただきます。

当行より税務署へ国外送金等調書を提出いたします。

当行ではお取引いただいた国外送金等のうち、一定金額(100万円)を超えるものは、お取引の内容を

記載した調書 (国外送金等調書)を税務署に提出しヽたします。

お客さまのお取引の内容によっては、「支払又は

支払の受領に関する報告書」(本 邦から海外へ

向けた支払いや海外から本邦へ向けた支払いの

受領等が、3,000万円相当額を超える場合、当該

支払いまたは支払いの受領を行つた居住者が

原則として提出)や「海外預金の残高に関する報告書」

(海外預金残高が月末時点で1億円相当額を超えた

場合、その預金を保有する居住者が提出)等 を、

日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要が

あります。くわしくは、日本銀行のウェブサイト

(http:〃www.boj.or.jp/)を ご覧ください。

0



税金関係

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□座のお受取利息につしヽて、□座の開設までに「W8BENフ ォーム」(預金□座開設申込書に組み

込まれてしヽます)に必要事項をご記入のうえ、三菱東京UF」 銀行経由ユニオンバングヘご提出しヽただく

ことにより、源泉税が免除されます*。

●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 ごとに行つていただく必要

があります。更新期に近づいたところで、お客さまに、ユニオンバンフより「W8BENフォーム」再提出

のご案内をさせていただきますので、それにしたがつてお手続きくださしヽ (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しヽ)。

●ユニオンバング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。
*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があつた場合には、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。

米国に赴任されるお客さま

●日本の居住者のお客さまで、米国に赴任されるお客さまの場合、□座開設時には、「kA/-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□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「kA/-9

フォーム」をご提出いただく必要がありますので、ユニオンバンフ・ジャノヾ二―ズ。カスタマーサービス

ユニットまでご連絡ください。

●「W9フォーム」をご提出いただいたお客さまに|よ 、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(同フォームは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

個人によつて異なりますので、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。

⑩



その他重要情報

□座が休眠□座とみなされた場合のお取り扱い

ユニオンバンクでは、一定の期間内に、□座にお預け入れ、お引き出しなどの取引がなしヽ場合に、

休眠□座とみなします。お客さまのご預金保護のため、一定期間内にお取引がなしヽ場合、またお客さま

ご自身によるお取引であるとしヽう確認が取れなしヽ場合、□座からのお引き出しやお振り込みをお断り

することがあります。くわしくはユニォンバンク・ジャパニーズ・カスタマーサービスユニットまでお問

しヽ合わせください。

体眠□座の□座維持手数料について

体眠□座における□座維持手数料は稼動□座の手数料と同じです。この手数料は休眠□座が後日、稼動

□座に戻つた場合も返還されません。

体眠□座のご預金のお取り扱いについて

アメリカの州法によって定められた期間内にお客さまの□座にお預け入れ、お引き出しなどの取引がなしヽ

場合、もしく|よ ユニオンバンフがお客さまとご連絡が取れない場合には、管轄する州へ休眠□座の資金を

移管することがあります。ご預金力りヽ1に移管された場合、州にご資金の返還を請求することができます。

その他の体眠□座の手数料について

州にご預金を移管する前に、お客さまに体眠□座のご連絡をする際、通知手数料を申し受ける場合が

あります。

●



お申し込みから口座開設までの流れ

申込書類は、同封の封筒にて三菱東京∪F」銀行あてにご返送ください。お手続きの概要は以下のとおりです。

通常、3～4週間で□座開設手続きが完了します。

巨亘□ 日本

①
害鈴雇

類の
 三b…

……ト

⑤
ATMカード(ご希望に

応じて発行)等の

郵便でのお届け

ATMカ ー ドの お届 けとは

別便で、ATMカ ードの暗証

番号が通矢□さllます。

ご自宅

④□座番号通知書の
ご郵送(1週間程度

かかります)

■郵便でお申し込み

■取次依頼書・預金□座開設申込書

■三菱東京∪F」銀行の本支店に□座をお持ち

いただく必要があります (共同名義の場合、

共同名義人さまのお□座も必要です)。

O三 菱東京UF」銀行
懸UFG

メールオーダーセンター

■申込書類の受理

■□座番号のご連絡

お預け入れ

■日本からのお預 け入れの場合、お近 くの

三菱東京∪F」 銀行 の外国送金取扱店より

ご送金いただくか、三菱東京∪F」 銀行の支店

のAttMコ ーナー等に設置のテレビ窓□また

は三菱東京∪F」 ダイレクトをご利用のうえ、

ご送金ください。

■□座 (チェッキング・アカウントとセービングス。

アカウント)の 開設日より60日 以上ご入金が

なく、□座残高が0米ドルのままの場合、□座は

解約されます。

※お預け入れの際は、法令上必要な確認をさせていただきます。

また、お手続きの際に本人確認書類をご提示しヽただく場合

があります。□座番号を連絡する際に同封する「外国送金

依頼書Jを お使いのうえ、ご送金くださしヽ。なお、「外国送金

依頼書Jに 記載の内容をあらかじめご確認くださしヽ。外国

送金によるお預け入れの場合、ユニオンバンクにて被仕向

送金手数料が発生します。

lf unionBank'
A nle nberof MUFG′ a globa inanc a group

ユニオンバンク・

ジャノヾニーズ・カスタマーサービスユニット

■□座開設

■AttMカードの発行

□座開設手続き完了後、以下のサービスが

ご利用になれます。

■AttMカ ードのご利用開始

■日本語ダイヤルのご利用開始

■小切手のご利用開始

(チェッキング・アカウントのみ)

■オンラインバンキングサービスは、ご利用規定を

お読みのうえ、httpゾ /1A/WVV.uniOnbank.com

にログインしてご利用ください。

0
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よくあるご質問

01 ]用意巣緯ζ『ふ?

|||:|1111111111111111::||::|:|:|||:111:|111:::111:11:11,||||||||||||||||||||||||||

03 椒覇鉤 □

A/1∪FG∪ n on Bank,NA(■ ニオンバンク は、三菱∪F」 フィナンシャリレグループ(l1/1∪ FG)の一員で、

ニュー∃―ク州Jニュー∃一フに利古を構え、カリフォルニア州、オレゴンリJ‖およびワシントン州を中心に400を

超える支店を展開しており、邦銀の米国グループ銀行としては最大規模を誇ります(平成26年 8月末現在)。

M∪FG∪ nion Bank,NA(ユ ニオンバンク)の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。

※日本の預金保険制度の対象ではありません。詳細はFD Cのウェブサイト(http://tn7ww id c gov)

をご覧ください。

三菱東京∪F」 銀行の本支店に□座をお持ちの、満20歳以上の日本の居住者 (個 人のお客さまに

限ります)。 本人確認がお済みではないお客さまは、別途最寄りの三菱東京∪FJ銀行の本支店にご来店

いただき本人確認資料をご提示いただくか、これらの書類の写しの送/1を お願いすることが

あります。共同名義□座の場合、共同名義人の方にも三菱東京∪F」 銀行の本支店に□座をお持ち

いただく必要があります。

三菱東京∪F」 銀行あての「取次依頼書」、およびユニオンバンクあての「預金□座開設申込書J(両 方

とも本パッケージに同封)を ご提出ください。カロえて、本人確認の書類として以下の項目から2つの書類

のコピーが必要です。

2つの書類のうち最低 1つ は0～0からお選びください (●が日本以外のパスポートの場合、0
パスポートと●グレジットカードとの組み合わせは不可)。

●日本の運転免許証/Japanese Dr ver s L censeま たは運転経歴証明書/Cert角 cate of

Driv ng History(日本の運転免許証の場合、現住所などに変更箇所がある場合は裏面のコピーも

必要です)●パスポート/Passport(日 本のパスポートの場合、顔写真のページと所持人記入llrlの 両

方のコピーが必要です)0住民基本台帳カード(写 真付き)/BaSiC Resident at Register Card

(vvtthphoto)0在 留カード・特別永住者証明書/Res dent Card,Spec al Permanent Resldent

Cerif cateOクレジットカード/Credt Card餌 ISA●・MasterCard● Amencan Express・・D SCO∨ ERI・

」CB・ Diners Ctubの いずれかに限る。家族カード、法人カード、コーポレートカードを除きます)0健康

保険証/Heath nsurance Cettf cate(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、裏面のコピーも必要となります)

Q7 乳翼誌喫環『
|が

キャッシュカァド|ま

□座開設手数料は無料です。ただし、開設□座へのお預け入れの際の送金手数料等はお客さま

負担となります。三菱東京∪FJ銀行の外国送金手数料についてま三菱東京しFJ銀行のホームページ

をご覧ください。□座維持手数料については「l lρ ′οη θaη々Bseρ力ι 6楚 ck′ηg sア 177ρヶSわよed
Prοσυcど Gυ′deJおよび「RQン′ar s∂ァ′ρgs S,mρ lt Sねたd Prοdυ cど Gυ′deJをご

｀
覧ください。

□座開設後のユニオンバンクとのお取引は、すべてユニオンバング・ジャパニーズ カスタマーサー

ビスユニットと直接行つていただきますが、その際、日本語を話すスタッフが応対させていただきます。

なお、当該ダイヤルは、国際フリーダイヤルを用意しております。001国際電話利用登録
'斉

みでない携

帯電話や、P電話、ひかり電話またはこ契約されている通話回線の種類によつては、こ押J用 いただけない場

合がございます。フリーダイヤルをこ禾J用の場合口よ、国番号をつけずにお力Чすください。

ご希望に応じ、ATllAカードを発行いたします。ATMカードは日本におけるキャッシュカードに相当します。

ユニオンバンクは「Cirrus・ 」「STAR・ 」「r71asterCard● 」およ_l「 Maestro・ 」と提携しているため、

世界各地で提携ATMか らIIP地 通貨による現金のお引き出しが可能です。日本ではゆうちょ銀行や

一部のクレジットカード会社のCDまたはATA71で ご利用いただけます。(た だし、所定の手数料が

かかります。また、ユニオンバンフ以外の様々な金融機関のATIN/1に ついては、予告なしにご利用でき

なくなる場合があります)。 なお、三菱東京UF」銀行をはじめ、日本の都市銀行のCD/ATMではtl用 に

なれません。[「MaeStro● 」や「STAR:Jが 使える店舗であれば、お客さまのチェッキング アカウントこ

関連するATMカードと暗言1番号(Pll)を使しヽ、購入に際してのお支払いを行うことができます。]

預入金額により適用される利率は異なります。くわしくま、ユニオンバンクの日本語ホームページ

(https://www un onba∩ kcom/caacct)を ご覧いただくか、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直接お問い合わせください(連絡先電話番号は裏表紙をご覧ください)。

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、所定の

様式 (「W8BEllフォーム」)を ユニオンバングヘご提出いただくことにより、原則として、開設預金□座の

お受取利息に対する源泉税が免除さllま す (「W8BENフォーム」は、預金□座開設申込書に組み

込まれています)。 この申告は、米国内国歳入庁のルールにより、例外を除き3年ごとに行つてしヽただく

必要があります。なお、米国における利子所得は、日本において税務申告の対象となります。

“ …

ⅢⅢ
日本では使えますか?
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ユニオンバンク預金□座に関するアグリーメント、
ディスクロージャーおよび手数料

ユニオンバンクの正式情報提供資料。規定につしヽては、開〃スbου[そ60ρθ:ス ccουρЬ&Sert/1ces Dな crOsυ総

∂ρσスgreemen」 、「Pe`ορ∂′スccOυρお Fee Scわθσυle(Cθ :ノわr17b)」 、「υ/7アορ∂∂ρ々 Essenよ′θls Gりθokl17g

S'mρケ5わ船σ PrOσυc[Gυ′de」 および「ROνbr Sa1/1/7gs S//nρ 1/Sbねσ POσυcl Gυ′de」 をご
｀
覧くださしヽ

(□ 座開設時にお渡ししておりますが、ユニオンバンク・ジャノヾ二一ズ。カスタマーサービスユニットにご
｀
請求

しヽただけます)。 カリフォルニアアカウント・プログラムに係る規定。ご利用条件については、本アカウントにかかる

規定。ご利用条件を、本ブックレット内の所定の書面とあわせてご覧ください。

ユニオンバンフでは、「∪∩lo∩ Ba∩ k Esse∩ tiaじ Checking」 と「Regular Savl∩ gs」 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。□座に関する開示資料の変更につしヽては、

英語版のみご利用可能となることがあります。英語版と日本語版の内容に相違があつた場合 |よ 、英語版が

効力を持つtlのとします。なお、本アカウント以外のユニオンバンクの各種□座に関わるご利用規定 |よ英語

のみとなっておりますので、ご了承ください。

G)20'l l'ltslbsh UF] Fnanca Group rc A rghtsreserved Unon Banllsa -egsie-edtrademarkand brand narrecfYUFG Unon Ban< NA. Yem:e-FDC
TheBan<ofTo(yoYtsubshUF] ttd.:not:merberF-DICandtsprodlctsirnC:er,,lcesARENOTnsl^edb1 theFDCorbyar)/otherfederago,,/e.nmentagencl.
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■M∪ FG∪ n on Bank,NA(ユ ニオンバンク)は三菱東京∪F」 銀行とは別の銀行です。また、三菱東京∪FJ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。

■三菱東京∪F」 銀行は預金□座開設のお取り次ぎのみを行います。□座開設以降のお取引は、すべてユニオン

バンクと直接行つていただきます。

■お取り次ぎの結果、ユニオンバンクにて、□座の開設をお断りする場合もあります。また、□座開設後もユニオン

バンクの判断で□座を閉鎖する場合があります。

■取次手数料、□座開設手数料は無料です。チェッキング・アカウントの□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 、またセービングス・アカウントの□座

維持手数料は4米 ドル/月かかる場合があります。くわしくは、ユニオンバンクの「Pe60ρ∂:ス ccOυρお Feθ SCわ eσυre

にb:′わrρヵ)」 、L加′ορ θ∂ρk ttsenどわlb― C′7ec々わgS/11nρヶ5めどed Prοσυcど Gυ′σe」 および「Rθgυ :∂ rs∂Йngs

5加ρヶSbどοd Prοσυcど Gυde」 をご覧ください。これらの書類は□座開設時にお送りいたしますが、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ご請求いただくか、ユニオンバンクのウェブサイト

(httpsi〃 www unionbank com/caacctterms)で もご覧いただけます(連絡先電話番号は下記をご覧ください)。

■開設□座は米ドル建ですので、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

なつた場合、円貨ベースで計算すると元本害」れが生じる可能性があります (為替変動リスクがあります)。

■外国送金には、所定の送金手数料力わ か`ります。送金手数料は取り扱う金融機関や取扱方法により金額が異なります。

■日本の預金保険制度の対象ではありません (米国の預金保険制度 (FD C)の対象であり、一定額まで保護されます)。

■満20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

饗菫購設縁葬審蕃込み:[鶏 事暮嚇購tL会場電

重甕甍慧鰤 」鐵行機一∫冬 ンター   |口 0120‐ 860‐ 777
毎日 9:00～ 21:00

轟曇内容:重 鐸蓼辱牟霧萎套わ彗

霧蒻 ぎ蝦 釉 驚 覇 _サ_ぎ鸞 ニット □ 00531口 11‐ 4864期
お問い合わせ先 (日本語国際フリーダイヤル)

日本語国際フリーダイヤル

米国内から 日本国内から

電話番号
18662369743(フリーダイヤル) 00531114864*1(国際フリーダイヤル)

17149852136(通 話料お客さま負担)

ファックス番号 1-866-236-9744 00531-11-4857*1

受付時間

※米国における一部

の祝祭日等には

体業いたします。

米国大平洋時間

(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
*2

米国大平洋夏時間実施時
*3

月曜日～金曜日

午前6:00～午後 11:00

土曜日

体業

日曜日

午後2:30～午後 11100

月曜日

午前7:30～午後400&
午後 11:00～ 翌午前0100

火曜日～金確日

午前0:00～午後400&
午後 1100～ 翌午前000
土曜日

午前0:00～ T後 4:00

日]麗 日

休業

月]翌日

午前6:30～午後300&
午後10:00～ 翌午前000
火曜日～金曜日

午前000～ 午後300&
午後10:00～翌午前000
土曜日

午前0:00-T後 3:00

日[麗 日

休業

支店・住所 Japanese Customer Serv ce Un t' 31 51 East mper al Highuray, Brea, Cal forn a 9282l, U.S.A.

*1001国 際電話利用登録済みでない携帯電話や、P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つてよ、ご利用いただけrdい場合がこざいます。フリー

ダイヤルをこ利用の場合によ、国番号をつけずにおかけください。*2通常、毎年11月初旬から翌年3月中旬までの期間実施さln、 日本時間から17時 間遅れています。

*3通常、毎年3月中旬から11月 初旬までの期間実施され、日本時間から16時間遅れています。

株式会社 三菱東京∪F」銀行

紛争解決機臼 全国銀行協会 全国銀行協会相談室 0570017109、 0352523772月～金曜日 9:00～ 17:00(祝 日 12/31～ 1/3等を除く)
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