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Remittance and Foreign Exchange

ランチタイムセミナー Lunch time seminar



両替・送金の基本情報
Basic information about Foreign exchange and remittance



  

BDO 窓口で両替する
Foreign Exchange at a BDO branch

【きほんのき】

ペソ購入 Peso purchase

● BDO に口座を持っていなくても可能 Not required an account with BDO

● どこの支店でも可能 Available  at any BDO branch

● 有効期限内の ID 提出が必要 Required to submit 2 valid IDs.

外貨購入 Foreign currency purchase

● BDO に口座を持っている Required to have an account with BDO

＋口座開設支店にて行う The transaction must be  proceeded at a branch of account.

＋その他条件あり And please check other requirements on the next  3pages　　　 　　　



  

JPY

JPY

PHP

USD

JPY から両替する
Foreign exchange from JPY

② 現金受け取り (Cash)
● 取り扱い支店限定。
(Limited branches can deal with it.)

預金 (Deposit to Account)
● 取り扱い支店限定。
(Limited branches can deal with it.)

① 預金 (Deposit to Account)
● 預金後 7 日間のホールディングピリオ

ド有り。 (Subject to 7 banking day holding period.)
● 引き出しの際も要予約。
(Required reservations for withdrawal.)
● 取り扱い支店限定。
(Limited branches can deal with it.)

③ 現金受け取り (Cash)
● 事前予約が必要。 (Required reservations.)
● 旅行目的の場合のみ両替可能。
(For travel purpose only))
● 両替の目的を証明するためのパスポートと

航空券の提出が必要。
(Required to submit passport and the airplane ticket  )

預金 (Deposit to Account)
● 日本円を預金してから 7 営業日待つ必要有

り。その後 USD 口座に預金可能。
(JPY should be deposited to JPY SA – wait for 7 banking 
days then convert to US Dollar.)
● サポーティングドキュメント不要。
(no need to submit supporting documents.)

①

②

③



  

PHP

JPY

PHP

USD

PHP から両替する
Foreign Exchange from PHP

② 預金 (Deposit to Account)
特に制限なし。 (No any limitation.)

① 現金受け取り (Cash)
● 事前予約が必要。
(Available to exchange without any reservation.)
● 旅行目的の場合のみ両替可能。
(For travel purpose only))
● 両替の目的を証明するためのパス

ポートと航空券の提出が必要。
(Required to submit passport and the airplane ticket  )
● 取り扱い支店の制限有り。
(Limited branches can deal with it.)

預金 (Deposit to Account)
● 預金不可。 (Not allowed.)

③ 現金受け取り (Cash)
● 事前予約が必要。
(Available to exchange without any reservation.)

● 旅行目的の場合のみ両替可能。
(For travel purpose only))
● 両替の目的を証明するためのパスポ

ートと航空券の提出が必要。
(Required to submit passport and the airplane ticket  )

預金 (Deposit to Account)
● 預金不可。 (Not allowed.)

①

②

③



  

USD

JPY

PHP

USD

USD から両替する
Foreign exchange from USD 

② 現金受け取り (Cash)
● 予約なしで即日両替可能。
(Available to exchange without any reservation.)
● どこの BDO 支店取引可能。
(Available to exchange at any BDO branch.)

預金 (Deposit to Account)
● 自動的に PHP に両替されて、預金され

る。
(It'll be automatically deposited to an Php account.)
● 予約不要。
(Available to exchange without any reservation.)

① 現金受け取り (Cash)
● 事前予約が必要。 (Required reservations.)
● 取り扱い店舗限定。
(Limited branches can deal with it.)
● 旅行目的の場合のみ両替可能。
(For travel purpose only))
● 両替の目的を証明するためのパスポートと

航空券の提出が必要。
(Required to submit passport and the airplane ticket  )

預金 (Deposit to Account)
● USD を預金してから 7 営業日待つ必要有

り。その後日本円口座に預金可能。
(USD should be deposited to USD SA – wait for 7 banking 
days then convert to JPY)
● サポーティングドキュメント不要。
(no need to submit supporting documents.)

③ 預金 (Deposit to Account)
● 預金後 7 日間のホールディングピリオド有り。

(Subject to 7 banking day holding period.)
● 引き出しの際も要予約。 ( 十分なドルがない場

合があるため ) 
(Required reservations for withdrawal to prepare enough 
USD)

①

②

③



  

● Resident の定義…居住者のビザを保有している ( 例：リタイアメントビザ、 9G ビザ、
PEZA ビザ等 ) 

● Non-resident の定義…居住者 ( 例： Tourist ビザ等 )

Non-resident として支店に登録されている場合
旅行目的の両替のみ可能。

Resident として支店に登録されている場合
１～６の目的の場合、両替可能。
1.        旅行のための費用
2.        学費または海外留学のための費用
3.        通信制学校のための学費
4.        海外での治療のための医療費
5.        外国人の国内資産の売却収入 ( 通貨は第三通貨のものでも可能 )
6.        給与・ボーナス・その他利益をフィリピンで得た場合

※旅行目的以外の両替の場合、全ての外貨購入 ( 外貨両替 ) は直接受け取り口座に送金され
る必要有り。
※ 全ての外貨購入には目的を証明する書類の提出が必要。
※ 上限額 USD120,000 もしくはその額に該当する外貨 (21 日毎 )

外貨購入可能な目的の範囲は Non-resident と Resident で異なります。



  

BDO 窓口で送金する
Remittance from BDO branch

【きほんのき】

送金の必須条件 Requirements for remittance from BDO

● BDO に口座を持っていること ( 口座から送金する必要はなし ) 

     Must have an account with BDO. (No need to send from the account)

● 事前に口座開設支店に承認を取ること Need to get approval from the 
branch of account in advance.

● 送金目的を証明する書類を提出すること Required supporting documents 
for  proof of the purpose.



  

日本のメガバンク
Bank in Japan

BDO

中継銀行
Correspondent bank

日本の地方銀行
Local bank in Japan

①

②

③

海外送金のしくみ： BDO から日本の銀行へ送る
Remittance: From BDO to Offshore bank.

④

　① BDO 送金手数料
送金者負担

Sender must pay charge for BDO

② 中継銀行手数料
負担者選択可

記入時に、送金者負担は Our
受取人負担は Share を選択。
Available to choose a person
Who pays for correspondent

 fee 

③ または③ '
受取人手数料【口座着金時】

受取人負担
Receiver charge will be 

Credited by the receiver's account

④ 地方銀行への
中継銀行手数料

受取人負担
Receiver must pay for 
Correspondent fee to

a bank in Japan
着金 Received! 

送金スタート
Remittance starts!

② 中継銀行手数料 Correspondent fee 
USD を送金する場合： USD25.00
日本円を送金する場合： JPY5,000

③ ＆④
手数料につきましては
直接日本の銀行に
お尋ねください。
Please ask the detail of 
Fee of  and  to a bank③ ④
In Japan.

送金前に目的を証明する
書類の提出をして頂き、
承認がおりてから送金が
可能となります。
For remittance, a sender 
needs to submit documents 
in order to prove of the 
purpose of remittance.

 ③’ 　

    ※ 異なる通貨の口座への送金も可能 [ 例：ペソ口座から円口座へ ] 
         Allowed to remit to another currency account.
    ※ 現金を持ち込んで送金も可能 Possible to bring cash to BOA and remit.



  

海外送金のしくみ：日本の銀行からフィリピンに送金してもらう
Remittance: From a bank in Japan to a bank in Philippines 

送金者に伝えるべき重要事項 Information that you need to inform a sender.

● 受け取り先のスイフトコード Swift Code

● 受け取り先の銀行本店の住所※ Address of head office of the receiver's bank  

● 受取人の名前 Beneficiary name

● 受取人の口座番号と支店名 Beneficiary account no, with BDO branch

● 中継銀行の希望がある場合はその銀行名 ( ない場合は自動的に決定します )
　 If you have intention of using specific bank as the correspondent bank, please inform the sender.

※ 送金時に記載する銀行の住所は本店の住所。受取人の支店の住所ではないのでご注意。
Please put the address of head office. (Not the address of your branch of account.)

BDO のスイフトコード BDO Swift code : BNORPHMM
BDO 正式名称 Full name of BDO : BDO Unibank Inc.
BDO 本店の住所 Address of BDO head office :
BDO Corporate Center 7899 Makati Avenue Makati City 



  

参考資料： BDO の中継銀行名とスイフトコード

US Dollars:
Bank of America, San Francisco - BOFAUS6S
Bank of New York Mellon, New York - IRVTUS3N
Citibank, New York - CITIUS33
Deutsche Bank Trust Company Americas, New York - BKTRUS33
HSBC Bank USA, New York - MRMDUS33
JP Morgan Chase & Co., New York - CHASUS33
Standard Chartered Bank, New York - SCBLUS33
Wells Fargo Bank, New York - PNBPUS3NNYC

JPY:
Standard Chartered Bank, Tokyo - SCBLJPJT
Wells Fargo Bank NA, Tokyo - PNBPJPJX
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Tokyo - SMBCJPJT
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Tokyo - BOTKJPJT
Mizuho Bank, Tokyo - MHCBJPJT



  

参考資料： BDO Foreign/Domestic Telegraphic Transfer 
                   Application Form 記入例



参考資料：日本の送金センターと詳細①

送金金額 手数料 送金上限額
（ 1 日）

送金上限額
（ 1 ヶ月）

送金上限額
（ 1 年）

送金先

Forex 
Japan

Less  than JPY 10,000
JPY10,001 - JPY50,000
JPY50,001 – JPY100,000
More than JPY100,000

JPY450
JPY900
JPY1,300
JPY1,700

JPY1,000,000

***JPY300,000 
以上の送金の
場合必要書類
を提出

JPY1,000,000

***JPY300,000 

以上の送金
の場合必要
書類を提出

JPY12,000,000 •BDO ペソ 
      普通預金口座

BDO ペソ 
      当座預金口座

•BDO JPY ・ USD
      普通預金口座

•BDO 送金カウンター

***USD と JPY のお受取
りは、 Speed Money 
Transfer と UAE 
Exchange を通して送金
可能
*** 他のパートナー銀
行への送金は、カット
オフがあり、午後一時
以降のお取引は次の日
の着金となる
*** 口座が有効である
ことを確認
***現金ピックアップ
の場合
ペソのみのお受取りと
なる

Japan 
Remit 
Forex

JPY1,000 - JPY 10,000
JPY10,001 – JPY300,000
JPY300,001 – 
JPY1,000,000

JPY500
JPY1,000
JPY1,500

JPY1,000,000 N/A JPY12,000,000

Speed 
Money 
Transfer

Less  than JPY 10,000
JPY10,001 – JPY20,000
JPY20,001 – JPY30,000
JPY30,001 – JPY40,000
JPY40,001 – JPY50,000
JPY50,001 – JPY100,000
JPY100,001 – JPY200,000
JPY 200,001 – JPY1,000,000

 JPY600
JPY850
JPY950
JPY1,300
JPY1,450
JPY1,500
JPY1,750
JPY1,800

JPY1,000,000 N/A JPY12,000,000



参考資料：日本の送金センターと詳細②

送金金額 手数料 送金上限額
（ 1 日）

送金上限額
（ 1 ヶ月）

送金上限額
（ 1 年）

送金先

UAE 
Exchange 

Japan

JPY1 - JPY 30,000
JPY30,001 – JPY50,000

JPY50,001 – 
JPY100,000

JPY100,001 – Max

JPY750
JPY1,000
JPY1,250
JPY1,500

JPY1,000,000 N/A JPY12,000,000 BDO ペソ 
      普通預金口座

BDO ペソ 
      当座預金口座

BDO JPY ・ USD
      普通預金口座

BDO 送金カウンター

***USD と JPY のお受
取りは、 Speed 
Money Transfer と
UAE Exchange を通し
て送金可能
*** 他のパートナー
銀行への送金は、カ
ットオフがあり、午
後一時以降のお取引
は次の日の着金とな
る
*** 口座が有効であ
ることを確認
***現金ピックアッ
プの場合
ペソのみのお受取り
となる

I-Remit JPY1,000 –  JPY 10,000
JPY10,001 – JPY20,000
JPY20,001 – JPY30,000

JPY30,001 – 
JPY100,000

JPY100,001 – 
JPY300,000

JPY300,001 – 
JPY1,000,000

JPY500
JPY750
JPY850

JPY1,300
JPY1,400
JPY1,600

JPY1,000,000 N/A JPY12,000,000



オンラインバンキングで送金する
Remittance through Online banking



  

オンラインバンキング
ご利用頂くには ...

● BDOウェブサイトよりご登録ください



  

オンラインバンキングで送金する
どの画面から送金できる？

↓Send money

↑Fund Transfer



  

オンラインバンキングで送金する
どの機能を使えばいいの？

PHP
ペソ送金

USD
 USD 送金

Need to enroll Other 
person's account  or not

他者口座の
登録の要 / 不要※

A sample situation

たとえば…

BDO BDO⇔ 〇
Fund Transfer

〇
Fund Transfer

Need Enrollment 
Other person's

Account

登録の必要あり

毎月の家賃 Php30,000 を支
払うために、大家さんの

BDO 口座を自分の BDO オ
ンラインバンキングに登録

し、定期的に送金する

BDO⇒

国内の他行
(To Another local bank)

〇
Send money to another 

local bank 
N/A

No need Enrollment
Other Person's account

登録の必要なし

自分の BDO のペソ口座
から自分の BPI 口座へ資
金移動のために送金する

BDO⇒

国内 / 海外の口座
(To an account of 
local or offshore)

N/A
〇

Send money via 
Wire transfer

 

No need Enrollment
Other Person's account

登録の必要なし

自分の BDO USD 口座
から日本にある家族の
USD 口座に給料を送る

BDO⇔未登録 BDO
口座 (To an  

unenrolled BDO 
account)

〇
Send Money N/A

No need Enrollment
Other Person's account

登録の必要なし

昨日借りた 1000 ペソ
を友人の口座へ返済の

ため振り込む

※ 他者口座の登録には、 BDO の ATM でのアクティベーションが必要です。
(If you enroll another person's account, you need to activate via BDO ATM.)



  

オンラインバンキングで送金する
手数料はいくら？いくらまで送金可能？

Service Fee
手数料

Maximum/Minimum amount
送金可能金額

Fund Transfer 
BDO  BDO⇔

無料 (Free) 最大 (Maximum):
1回のお取引毎に P250,000 or 

$5,000 per transaction

Send Money to
 Other local bank

Php100.00 最大 (Maximum):
Php50,000 もしくは 5回まで
(Up to Php50,000 or 5times)

Send Money
Via Wire Transfer

国内：
USD10.00

国外： USD10.00+USD25.00

上限なし (No limit)

Send Money to Any BDO 
account (To unenrolled BDO 

account)
登録していない
BDO口座への送金

無料 (Free) 最大 (Maximum):
Php10,000 もしくは 10回まで
(Number of Daily Transaction 
Allowed 5times)
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