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道しるべ no. 1
A - ASSES 　解析する



解析する

　　　　　　　行動
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=
結果

Source: Chinkee Tan



解析する

“ 家計管理は本当に大変 !”

“ 無理！”

“ ついムダ遣い”



解析する

一ヶ月の予算を立てる / 見直す

a)　収入源をリストアップする

b)　支出をリストアップする

c)　必要なものと欲しいものを区別する

d)　予算を立てる

e)　予算を守る

f)　 見直す・反省する



解析する

フィリピンでは…
43.8% ：収入以上に
           使ってしまう

51.5% ：収入と同じくらい
　　　　　 使う

4.6%  ：収入以下に使う



道しるべ no. 2
S - SAVE 　貯める



貯める

どうして貯めるのか ?

1.　緊急時のため 

　　何も予想外の出来事が起きないということはない。

　　経済専門家は、”３～６ヶ月は生活できる資金を常に

　　蓄えておくこと”　をすすめている。 

2.　退職後の生活のため、子供の教育費のため



貯める

　　　　　　　　　　　　　　　退職後の統計　

　　　　　　　　　　 45%… 家族や親戚の世話になる

　　　　 30%… 公的援助に頼る

　 22% … 働き続ける

　　　　　 2% … 経済的心配なし



貯める

　　　　　　　　　　どうやって貯める ?

　　　　　　まず将来への自分への支払いをする。

　　　　　　　

　　　　　　　収入 – 預金 = 支出していい金額

“Live below your means.  

Get as much joy out of saving

as you do out of spending.”

- Suze Orman



貯める

な ぜ
今 から貯 めな い と

　　　　　　　　いけな いの ？

　　　　　　計 算 してみ ましょう



道しるべ no. 3
I -INVEST 　投資する



投資する

なぜ投資なの ?

0.25% 18%

Source: MoneySummit 2012 

預金 株・債券



投資する

どのくらい早く 1M php に達するか？

1 ヶ月に 5K php ずつ貯金すると…

預金

16 年

投資

10 年！

毎年収益 
0.25% 

毎年収益
 10.0%



ご存知ですか ?

あなたの貯金はインフレに追いついていなければいけないことを。

インフレ率は平均 4.5% 、
これ以上増えなかったら実質ロスです。

専門家の言葉、「誰にでも投資は必要」 !



投資する

まずは、どこに投資したいかを調べましょう。

選 択 肢 懸 念 事 項

預金 0.25% ／ 1 年

投資信託 諸費用

直接投資 まとまった大金、マネジメント手数料が必要

株式 常にモニタリングが必要

新規ビジネス 時間と労力が必要

不動産 投資として大きな決断が必要



投資する

シンプル、エキサイティング、気軽にはじめられる

　　　    BDO 
　　　　投資信託



* 各ユニットそれぞれ同等の権利と利益があります。
* 個人の収益 = 全体の収益

投資家たちが共同出資

₱/ $
TRUST ENTITY が運営

無期限 

国 債

債 券
株 式

そ の 他 有 価 証 券

投資信託 (UITF)



投資はシンプル
専門家にあなたの資金をお任せください。
専門知識を活用し、業界内最安の手数料で
投資を満喫しましょう。



専門家にあなたの資金をお任せして、
専門知識を有効活用しましょう！

投資はシンプルです。



投資はシンプル
専門家があなたの資金を分散投資いたします。

株式

債券

預金



投資はシンプル

あなたに合った

投資信託を

選びましょう !

投資信託には

たくさんの種類が

あります。

あなたにピッタリの

投資信託が

必ず見つかります !



             

あなたにピッタリの投資信託は ?

MONEY MARKET FUNDS

BDO Dollar Money 
Market Fund

Less than 1 year

BONDS FUNDS EQUITY FUNDS

At least 3 years More than 3 years

BDO Peso Money 
Market Fund

BDO Medium Term 
Dollar Bond Fund

BDO Peso Fixed 
Income Fund

BDO Equity Fund

高↑
BDO Global Equity 

Managed Feeder Fund

リ
ス
ク

低↓

← 短期　　　　　　　　　　　　　　　　　投資期間　　 長期→



あなたのゴールに合った投資信託を選びましょう



BDO の投資信託は資産分配のツールです。

あなたのライフステージに合わせた資産分配の
比率で投資をご活用いただけます。



投資はエキサイティング　

= リターンリスクリスク リターン=

＜リスクとリターンは比例します。＞
高いリスクなら高いリターンが期待でき、
安全性を重視すればリターンも低くなります。



BDO 　投資信託実績　（ 2014 年）

BDO 
投資信託

過去１年の
運用益

過去３年の
運用益

過去５年の
運用益

CAGR* SINCE 
INCEPTION

フィリピン　ペソ

ペソMMF 1.10% 6.03% 13.54% 3.99%

ペソ中期債券 0.80% 12.87% 35.31% 6.74%

株式 22.25% 67.92% 158.03% 16.36%

US ドル

ドル MMF 1.25% 4.93% 8.89% 3.06%

ドル中期債券 4.72% 10.22% 23.61% 6.64%

*CAGR （＝ Compounded Annual Growth Rates ） SINCE INCEPTION ... BDO での投資信託が
 始まって以来の平均運用益。
上記表は参考のために過去の運用益データをまとめたものであり、将来的な運用益の保障をするものでは
ありません。



INVEST



投資はエキサイティング
　
　でも、リスクは付き物です。

　～“投資”と　“預金”の違いってなに？～

預金 投資

運用益 一定の保障あり 保障されない

PDIC補償
（ PDIC=Philippines Deposit 
Insurance Company ）

1口座名につき
50万ペソまで

なし

取り扱い期間 銀行 信託会社

ビジネスが
成り立つしくみ

金利差 マネジメント手数料



もっと気軽に投資を

以下の有効な ID2点をお持ちいただければ、

あなたのお好きな BDO 支店で投資口座をお作りいただけます。

　・ ACR-I Card

　・ ICR

　・ SIRV

　・リタイアメントビザ

　・パスポート　

　・外国人個人事業主証明書



もっと気軽に投資を

BDO の投資信託なら、少ない資金からでも

はじめられます。

USD100,000? x

USD2,000 
PhP1,000 



今日からいつでも

BDO 投資信託
最低必要
投資額

ペソMMF 　　  BDO Peso Money Market Fund  P 100,000

ペソ中期債券　 BDO Peso Fixed Income Fund 　 P 10,000

株式投資　　　 BDO Equity Fund    P 10,000

ドル MMF 　　　 BDO Dollar Money Market Fund US$ 2,000

ドル中期債券　 BDO Medium Term Dollar Bond Fund US$ 2,000

国債株式投資 BDO Global Equity Managed Feeder 
　　　　　　　　　 Fund

US$ 2,000



今日からいつでも
口数の求め方　

公式 : 投資する金額 ÷ その日の NAVpu （基準価額） 
約定日　 :       　　 2013 年 10 月 21日
投資金額 :                     　　 P10,000.00
NAVpu 基準価額 (2013/10/21) ：       P399.8698

       = P10,000 ÷ P399.8698
お買い求めいただける口数： = 25.0081

口数の求め方　

公式 : 投資する金額 ÷ その日の NAVpu （基準価額） 
約定日　 :       　　 2013 年 10 月 21日
投資金額 :                     　　 P10,000.00
NAVpu 基準価額 (2013/10/21) ：       P399.8698

       = P10,000 ÷ P399.8698
お買い求めいただける口数： = 25.0081

買戻し額の求め方
公式 : 購入口数 x 買戻し日の NAVpu （基準価額）
買戻し日 : 　　　　　  　 2014 年 10 月 21日
NAVpu基準価額 (2014/10/21) ：   P430.7458

            　 = 25.0081 x P430.7458
買戻し額： 　　　　　　　　　　　         　 = P10,772.13

運用益率：              　  　　　 = 7.72%

＊ NAVpu...Net Asset Value per unit （基準価額）

買戻し額の求め方
公式 : 購入口数 x 買戻し日の NAVpu （基準価額）
買戻し日 : 　　　　　  　 2014 年 10 月 21日
NAVpu基準価額 (2014/10/21) ：   P430.7458

            　 = 25.0081 x P430.7458
買戻し額： 　　　　　　　　　　　         　 = P10,772.13

運用益率：              　  　　　 = 7.72%

＊ NAVpu...Net Asset Value per unit （基準価額）



今日からいつでも

25.0081b.)

2013 年 10 月 21日
399.8698

a.)

c.)  PhP10,000.00
BDO 株式投資



もっと気軽に投資を

いつでも解約可能です！



道しるべ no. 4
S - SHARE 　経験をシェアする



シェアする

　今日あなたが学んだことを

　ぜひご家族やご友人と

　シェアしてみてください



道しるべ no. 5
T- TAKE ACTION 　行動する　



行動する

　本日参加しております

   BDO の投資信託専門家に

  ぜひ一度ご相談ください。



ご参加ありがとうございました！
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