
メールにて
クレジットカード申込み書請求
(help-Japanese@bdo.com.ph)

BDOジャパンデスクより
クレジットカード申込み書を送付必要事項に英語で記入

ステップ２：

BDO支店にて
DOA証書フォーマット請求

２点の有効 ID

BDO支店より、原本の
Hold-out CertificateとDOA控えをジャパンデスクに転送

ステップ１：

定期預金開設・
Hold-out Certificate発行依頼

・ パスポート（必須）
・ 写真付政府発行のID

例） ACR, AEP, SRRV

国際運転免許証等１営業日以降

申請手続き後、約３週間でお客様にカードをお届けします

原本２枚を支店に提出・
１枚お客様コピー

記入後のお申し込み用紙と2点の有効IDのスキャン
コピーをメールにてジャパンデスクに送信

支店でのお取引

DOA = Deed of Assignment

必要事項に英語で記入

現在コロナウィルスの影響で通常以上にお時間がかかる可能性がございますことご了承くださいませ。

※必要書類は、下記の4点です。Hold-out Certificate・DOA証書・お申し込み書・有効ID2点

Eメールでの手続き

保証型クレジットカードお申し込みの流れ



支店にて定期預金口座を開設していただきます。
この時の預金額によりご利用限度額が決まります。
・初回最低預金額 ／ペソ口座：PHP25,000、ドル口座：ＰＨＰ25,000相当額
・月利用限度額 ／ペソ口座：預金額の90％、ドル口座：預金額の80％
※定期預金口座をすでにお持ちのお客様は既存定期預金口座をお使い頂けます。
いずれも 「Hold-ouｔ」 の必要があります。

定期預金開設・
Hold out Certificate依頼

クレジットカード申込み書

請求のご連絡後、Eメールにてクレジットカード申込書をお送りします。
必要事項を英語で記入し、パスポートと同じ直筆の署名の上スキャンコピーにて
ご返信ください。

２点の有効ID

DOA証書
（Deed of Assignment）

支店にてDOA証書のブランクフォームを入手頂けます。
必要事項を英語で記入し、パスポートと同じ直筆の署名をお願いします。
再度記入事項を確認していただき、DOA証書の原本を2枚支店にご提出ください。
お客様の控えとして、支店担当者に１枚コピー（複写）をご依頼ください。
※DOA証書とは… クレジットカード請求額の支払いが規定日以降になっても決済され
なかった場合、担保として設定している定期預金から銀行に支払うという同意書です。

・ パスポート（必須）
・ 写真付政府発行のID例） ACR, AEP, SRRV、国際運転免許証等



The branch will forward ①－② to BDO Japan desk 
in BDO head office. 

How to Prepare the Requirements for Secured Credit Card?

② Hold-out Certificate
➂ Customer Information 

Form/
Application Form

④ 2 valid IDs①DOA

Please contact the branch to 
get the DOA blank form. 
Then, fill it out and place the 
same signature as on your 
passport.

After receipt of Inquiry from 
client, Customer Information 
Form or application form will 
be sent via email to be filled 
out by client. Signature must 
match the signature in 
passport.

We’ll deliver your credit card in 3weeks after all requirements have been submitted

Please prepare 2 original 
copies of DOA to be 
submitted to the branch. Ask 
for 1 photo copy for your 
reference.

Please prepare 2 valid IDs 
for this application.
• Passport
• ID (ACR,I-card, ICR, 

SIRV ,SRRV, or International 
driver’s license)

Please open a time deposit account 
at BDO.  
※If you have existing  time deposit 
account, it can also be assigned to 
apply for Secured credit card. 

Deed of assignment

The balance of the account will be 
the extent of your credit limit.
Credit limit: 90% for Pesos, 80% 
for USD
※Issuance of Hold-Out Certificate 
takes 1 banking day.

Requirements ③－④ will be sent to BDO Japan Desk 
by the client via email (help-Japanese@bdo.com.ph)

Please note that there might be some delay due to the pandemic.


