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本日のプログラム

③ オンラインバンキング送金最新情報

② ケーススタディ
～本当にあった送金事件簿～

① 海外送金よくある質問

④＜番外編＞お金を移動する方法ガイド

⑤個別相談会

すべての情報は2018年7月18日現在。



①海外送金
よくある質問



Q1. BDOから海外送金できる？

条件を満たせば、
海外送金可能。

BDOから送金の条件

1. BDOに口座をもっていること

2. 口座開設支店から送金承認を得ること

3. 送金目的証明書類を提出すること



●通貨によって異なる

支店に行かないと送金できない？



Q2.ペソ口座から日本の円口座に送金できる？

1. ペソ送金目的証明書類を提出し、
2. 口座開設支店の承認を得た上で、
3. （ペソから日本円を購入して）
4. そのまま日本の円口座に送金できる。

送金できる。

４つのステップ



例：ペソで貰ったお給料を日本の
自分の円口座へ送る場合の必要書類

①パスポート
②AEP（就労許可証）
③ACR I-Card（外国人登録証）
④ペソ給与額が記載された雇用証明書
⑤現地生活費を除いた残額を送金すると
記載された公証済み証明書

送金目的証明書類って何？



送金申請書には何を書くの？

お手続き日を記入

送金額を数字と文字で記入

送金者のフルネーム

送金者の生年月日

送金目的

送金者の口座番号

記入ガイド

BDOジャパンデスク日本語
ウェブサイトでチェック！



送金先銀行
Beneficially bank

コルレス銀行
Correspondent bank

Q3.どんなルートで海外送金される？

中継銀行
Intermediary bank



Q4. 手数料を抑えるコツはある？

1. コルレス銀行(三菱UFJ/三井住友/
みずほ) に口座を開設する。

2.  送金時にコルレス銀行を指定する。



BDO送金手数料

USD10

コルレス銀行手数料(OUR)

USドル USD 25

日本円 5,000円

BDO海外送金関連手数料

コルレス銀行
Correspondent bank

中継銀行
Intermediary bank

中継銀行
Intermediary bank

送金先銀行
Beneficially bank



送金先銀行
Beneficially bank

コルレス銀行
Correspondent bank

手数料はどのように支払う？

中継銀行
Intermediary bank

OUR

(送金者負担)

コルレス銀行手数料

JPY 5,000
コルレス銀行手数料／

送金額による

BDO送金手数料/ USD10

中継銀行手数料/送金額による

送金先銀行受取り手数料
/送金額による

SHA/BEN
(受取者負担)



その他海外送金手数料

ペソから外貨口座に送金する場合の手数料

ペソ 収入印紙代 PHP 0.6／PHP 200ごと

現金を持ち込み、すぐに送金する場合の手数料

USドル
Swap Fee

総額×0.15％

日本円 総額×0.25％

ホールディング期間／USドル･･･７営業日
日本円･･･９営業日



Q4. 手数料を抑えるコツはある？

BDOレミットジャパン送金会社・
セブンバンクの利用が手軽で安い。



BDOレミットジャパン・セブン銀行の
送金サービスをかしこく使おう！

送金手数料

どこでお金を受け取れる？

BDO口座や他行口座、SMモール、セブアナなど多数



連絡先

●BDOレミットジャパン
電話番号／080-022-1185（通話料無料）

03-5909-0601
Email ／bdoremitjapan@bdo.com.ph

●セブン銀行
海外送金サービステレホンセンター
電話番号／0120-77-1179（通話料無料）



Q5. 送金の上限額はありますか？

しかし、送金目的証明書類を提出し、
口座開設支店の承認を得る必要がある
ケースもある。
(マネーロンダリングを防ぐため。)

上限額はない。



本当にあった
送金事件簿



ケース①

Aさんは新車を購入したため、以前乗っていた車を
親しい友人のBさんに売却した。

お互いに名義変更の手間をとりたくなかったので
売却証明書は作成せず、代金の33万ペソだけを直接
Bさんから受け取った。

Bさんは、その33万ペソを日本の自身の円口座へ送
金しようと口座開設支店に向かったが、送金を拒否
されてしまった。



ケース①：書類不備で、送金できない

個人の資産を売却して得たペソ資金を送金する場合、
必ず売却証明書の提出が必要となります。

もしこの証明書が提出できない場合は、売却して得た
ペソ資金としての送金ができません。

対処法は？

資金源証明書は大切な送金の後ろ盾とな
ります。手間を惜しまず、売却証明書や
雇用証明書など、ペソ収入を証明する
証明書は必ず取得しておきましょう。



ケース②：
フィリピンでオンラインショッピングの会社を立ち
上げたＣさん。

日本にある取引先に商品代金8万円を自社のBDO日
本円口座に送るよう、送金指示をした。

しかし、送金を受け取ったところ79,381円しか入
っていなかった。取引先に確認すると、「OURで
中継銀行手数料を負担することを選択したので、
そんなはずはない」との回答だった。



ケース②：ＢＤＯ側の受取手数料

送金の受け取りには、BDO側受取手数料としてUSD５に相
当する金額が差し引かれる。(例の場合：619円)

対処法は？

あらかじめ
受け取り手数料を
含めた金額を送って
もらうようにしましょう

②コルレス・

中継銀行

①日本の銀行

③

BDO

②中継銀行手数料

負担者選択可

OUR / SHARE(=YOUR)

③受取手数料
受取者負担

①送金手数料
送金者負担…

…

…



PHP口座
に着金

USD口座
に着金

第三通貨口座
に着金

外貨
から送る

PHP100
＋

収入印紙税(※）

USD5
USD５
相当額

PHP
から送る

PHP200 不可 不可

※収入印紙税(Doc Stamps)手数料＝PHP200毎にPHP0.60(小数点切り上げ)

上記手数料は中継銀行またはフィリピン国内銀行を経由した送金の着金時にかかります。
BDO口座に着金するまでに他行にて手数料が掛かる場合があります。

受取手数料一覧表



ケース③

BDOにペソ普通預金口座を持つ日本在住のAさん。フ
ィリピンの不動産購入のため、日本の銀行にある自身
の日本円口座からBDOの口座へ海外送金をした。

２年前に送金したときは、数日でBDO口座への着金が
確認できたが、今回は残高照会をしても一向に着金が
確認できない。

そして、送金から2週間後、日本円口座に、送金したは
ずのお金が戻ってきていた。。



ケース③：着金確認ができず、お金が送
り返された

BDOへの着金時に、口座開設支店から登録された連絡先に
送金の詳細について確認の連絡が入ることがあります。

お電話にて詳細を確認できず一定の期間を過ぎた場合、
送金元の口座に資金が送り返されます。

対処法は？

お電話番号を含むご登録情報は、
最新のものに更新しましょう！
口座開設支店にて更新できます。



→ 着金の流れ

送金元銀行
送金センター

送金部署

指定口座

送金後のステップは
＜ 着金確認 ＞

指定口座への入金前に
口座開設支店から
送金の目的や金額に関して
確認の連絡が入ります。



→ 着金の流れ

送金元銀行
送金センター

送金にかかる日数は３営業日



オンラインバンキングで
送金する



オンラインバンキングで送金できる？

まずは登録！



オンラインバンキング送金＜PHP＞

BDOペソ口座から送る
送
金
元

送金先口座 メニュー名 手数料 送金上限額

Ｂ
Ｄ
Ｏ
ペ
ソ
口
座

BDO

登録あり
PHP口座

To Pre-
enrolled

BDO Account
無料

PHP1,000,000
/1日

登録なし
PHP口座

To any 
BDO Account

無料 PHP 10,000
/1日

国内
他行

PHP口座
To Another 
Local Bank

PHP 
100

PHP 50,000
/1日

2018年7月18日現在。



オンラインバンキング送金<USD>

送
金
元

送金先口座 メニュー名 手数料 送金上限額

Ｂ
Ｄ
Ｏ
ド
ル
口
座

BDO

登録あり
USD口座

To Pre-enrolled
BDO Account 無料

$20,000
/1日

PHP口座
(自身の口座

のみ)

USD to Peso
(Own BDO 

Account)
USD 1

$5,000
/1日

国内他行 USD口座 USD Wire 
Transfer 

(to Local / 
Overseas Bank)

USD 10 上限なし

国外他行
どの通貨の
口座でも可

USD10 +
USD25

（中継銀行手数料）

上限なし

BDOドル口座から送る

2018年7月18日現在。



＜番外編＞

お金を移動させる
方法いろいろ



・日本にいる家族へお給料を渡したい

よくあるご要望

・一時帰国の日本滞在費を貯まったペソ
でまかないたい



・支店窓口・オンラインバンキングから海外送金

・現金持ち出し

＜よくあるご要望＞
日本にいる家族へお給料を渡したい。
一時帰国の日本滞在費を貯まったペソでまかないたい。

・ATM デビットカード

・クレジットカード

・チャージ式国際キャッシュカード



サンミゲル社債のご案内

タイトル SMC Global Power Corporation due 2023

商品種類 社債

予約締切日 2018年 7月25日(水)

発行予定日 2018年 8月10日(金)

期間 5年間

満期日 2023年8月10日(木)

最低金額 100万ペソ～

予定年利

Gross 6.2500% ~ 7.2500%
課税 20％
信託手数料 0.10％

Net 4.90％ ～ 5.70％

配当金 四半期に１度、指定普通預金口座へ入金。

申し込み条件

・居住者ビザをお持ちであること

・納税者番号(TIN)をお持ちであること

・18歳以上であること



ありがとうございました！
ぜひアンケートにご協力ください。

次回のマンスリーセミナーは…

8月15日(水)＠オルティガス本店
『これで簡単！フィリピンの
銀行手続き(新任駐在員向け)』


