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『マメじゃないあなたのための資産運用』

※すべての情報は2018年6月20日現在のものです。

本日のプログラム

①BDOジャパンデスク個人部門ご紹介

②あなたはどの“ほったらかし“で貯める？

③BDOで、Let’s口座開設

④クレジットカードを賢く使おう

～個別相談会～



①BDOジャパンデスク
個人部門



ジャパンデスク日本語ウェブサイト
銀行取引の疑問を日本語でチェック！



直通！日本語専用ヘルプデスク開設

日本語でカスタマーサポートが受けられる

BDOジャパンヘルプデスク
E-mail  ／ help-Japanese@bdo.com.ph
電話番号／ 02-663-4001
営業時間／ 月～金曜日（平日のみ）8:30～18:00 

BDOカスタマーコールセンター(英語対応/24H)
連絡先電話番号： +63 (0)2 631-8000 
フリーダイヤル： 1-800-10-631-8000 
地方・国際フリーダイヤル： 1-（エリアコード）+800-10-631-8000 



②あなたはどの
ほったらかしで貯める？



タイプA

□ 現在の貯蓄残高が10万ペソ未満。
□ 貯蓄は、ある程度まとまったお金

ができたら始めようと思っている。
□ 今、財布の中にいくら入っているか
分からない。

□ 始めた定期預金を途中で取り崩し
てしまったことがある。

あなたはどれに当てはまる？



タイプB

□ 現在の貯蓄残高が10万ペソ以上。
□ 普通預金にお金を預けっぱなし。
□ 投資の知識があるほうではない。
□ リスクをとってまで大きくお金を

増やしたいとは思わない。

あなたはどれに当てはまる？



タイプC

□ 生活費６ヶ月分以上の貯蓄がある。
□ 貯蓄だけでは将来を不安に思う。
□ 投資してみたいが、深く勉強する

時間がなかなか取れない。
□ できることならリスクは少なく、

ラクしてお金を増やしたい。

あなたはどれに当てはまる？



タイプA

□ 現在の貯蓄残高が10万ペソ未満。
□ 貯蓄は、ある程度まとまったお金

ができたら始めようと思っている。
□ 今、財布の中にいくら入っているか
分からない。

□ 始めた定期預金を途中で取り崩し
てしまったことがある。

一番チェックが多いのが･･･



タイプA：無理のない先取り貯蓄で
強制的に貯まる仕組みを作る

給与・収入

生活費・光熱費・家賃
カード引き落とし

使う口座

・積み立て型投資信託

貯める口座

・ペソ定期預金口座

増やす口座



タイプA：無理のない先取り貯蓄で
強制的に貯まる仕組みを作る

貯める口座

□現在の余裕資金が5万ペソ未満
●普通預金口座･･･ペソ/ドル

(年利0.25％)

□現在の余裕資金が5万ペソ以上
●定期預金口座･･･ペソ/ドル



ペソ定期預金
＜普通預金口座＝ 0.25％＞

・PDIC：50万ペソまで預金保護あり(1人あたり)

・

2018年6月20日現在



タイプA：無理のない先取り貯蓄で
強制的に貯まる仕組みを作る

増やす口座

●積み立て投資信託プラン
（Easy Investment Plan)



投資信託(UITF)の基礎

債券

高低

投資信託

(UITF)

株

普通＆定期

預金口座

リ
タ
ー
ン

リスク

高

高

皆さんが
少しずつ投資

集めた資金で複数の
株、債券等を購入

BDOの投資信託
専門家が管理運用

少額から分散投資

Unit Investment Trust Fund

みんなでおいしいとこどり！



BDO UITFの構成



タイプA：無理のない先取り貯蓄で
強制的に貯まる仕組みを作る

増やす口座
●積み立て投資信託プラン
（Easy Investment Plan)

- 毎月決まった額を、決まった日にちに
BDO口座から自動引落しで資産運用。

- 最低投資額：Php 1,000

- 少額から分散投資が可能。



どうやって利益を得るの？

「購入時」と「解約時」の１ユニット当たりの価格差額が
そのまま、あなたの利益(もしくは損益)となります。

※NAV＝ Net Asset Value



BDOジャパンデスクウェブサイトから
手軽に確認することができます。

どこで日々の上がり下がりを確認できる？



BDO UITF商品ラインナップ



タイプB

□ 現在の貯蓄残高が10万ペソ以上。
□ 普通預金にお金を預けっぱなし。
□ 投資の知識があるほうではない。
□ リスクをとってまで大きくお金を

増やしたいとは思わない。

一番チェックが多いのが･･･



タイプB：利率の良い定期預金、
保守的な投資や保険を賢く選択

給与・収入 使う口座

生活費・光熱費・家賃
カード引き落とし

貯める口座 増やす口座

・投資信託
・投資型生命保険

・Optimum普通預金口座
・定期預金口座



Optimum普通預金
＜普通預金口座＝ 0.25％＞

引出回数/月に制限のある普通預金口座

－いつでも引き出し可能な
Optimum普通預金口座を利用する。

2018年6月20日現在



ドル定期預金
＜普通預金口座＝ 0.25％＞

・PDICで50万ペソまで預金保護あり(1人あたり)

・

2018年6月20日現在

30日 60日 90日 180日 360日

1,000 ~ 9,999 0.750% 0.875%

10,000 ~ 49,999 0.875% 1.000%

50,000 ~ 99,999 0.750% 1.000% 1.125%

100,000 ~ 49,999 1.250% 1.375%

500,000 ~ 10,000,000 1.375% 1.500%

USD

0.500%

0.625%

0.875%

0.625%

1.000%

－普通預金のお金を
定期預金に動かしてみる。



(=Peso Money Market Fund)

・投資先･･･他行定期預金

・最低投資額･･･PHP 100,000

・満期なし、いつでも好きな時に引き出せる
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PMMF



PMMF
(=Peso Money Market Fund)

－手堅くガッチリ保守的な投資(PMMF)、
始めるのは早いに越したことはない。



未来に備えるBDO Life生命保険

Money 8 Secure Plus

・8年間の投資型生命保険。

・2年目から20年目まで、２年に1回、
一定の配当が受け取れる。

・被保険者が死亡の場合も、引き続き配当
を受け取ることが可能。

・運用益に応じた配当金。



タイプC

□ 生活費６ヶ月分以上の貯蓄がある。
□ 貯蓄だけでは将来を不安に思う。
□ 投資してみたいが、深く勉強する

時間がなかなか取れない。
□ できることならリスクは少なく、

ラクしてお金を増やしたい。

一番チェックが多いのが･･･



タイプB：定期的に配当金が受け取
れる債券から始めてみる

給与・収入 使う口座

生活費・光熱費・家賃
カード引き落とし

貯める口座 増やす口座

・ペソ定期預金口座 ・社債



ドル定期預金
＜普通預金口座＝ 0.25％＞

・PDICで50万ペソまで預金保護あり(1人あたり)

5万ドル以上なら

２年：2.00％
３年：2.25％
５年：2.75％

2018年6月20日現在

30日 60日 90日 180日 360日

1,000 ~ 9,999 0.750% 0.875%

10,000 ~ 49,999 0.875% 1.000%

50,000 ~ 99,999 0.750% 1.000% 1.125%

100,000 ~ 49,999 1.250% 1.375%

500,000 ~ 10,000,000 1.375% 1.500%

USD

0.500%

0.625%

0.875%

0.625%

1.000%

－普通預金のお金を
定期預金に動かしてみる。



North Luzon Express Way

PHP 1,000,000

高

債券

高低
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高

高

7年･･･ 6.500~6.800% (Gross)
5.100~5.340% (Net)

最低投資額：

金利 ：

配当金 ：四半期ごと

NLEX 
Corporation

10年･･･ 6.750~7.050% (Gross)
5.300~5.240% (Net)

予約締切 ： 2018年6月●日



③BDOで、
Let’s口座開設



BDO個人口座開設条件

・ 居住者ビザを持っていること
・ 有効ＩＤ２点を提示できること
・ 支店長の承認を得ること

BDO口座開設の流れ

その他の場合の個人口座開設可否については、
ジャパンデスクまで直接お問い合せ下さい。



BDO口座開設クイックガイド

STEP 1
口座を開設したい
支店を決める

STEP 2
来店日時をジャパンデスク

に連絡する

STEP 3
ジャパンデスクより

支店へ事前連絡を入れる

STEP 4
ジャパンデスクより

担当行員名・必要書類を
お知らせする

予定のスケジュールで
支店にて口座開設する

STEP 5
ATMカード等を
支店にて受け取る

STEP 6

･･･ BDOジャパンデスク

･･･ お客様



④貯まったペソ、どうする？
BDOクレジットカード！



こんなあなたにおすすめ

□ペソでもらっている給料が

手元に余っている。

□日本円はあまり切り崩したく

ない。

□割引を有効活用したい。

□家計簿をつけるのが面倒。



選べる６つのブランドす。

本日お申し込みいただけます！

お気軽にスタッフにお尋ねください。

BDOクレジットカード



プロモ期間：2018/12/31 まで

・・・5％･･･3％

日本でのご利用でキャッシュリベート

･･･7％

日本・韓国・台湾でのカード決済で請求額の割引分がリベート！

詳細や条件は、ウェブサイトにてご確認下さい。

プロモ(割引キャンペーン)一例



日本の薬局で5％OFF

プロモ(割引キャンペーン)一例

プロモ期間：2018/12/31 まで
詳細や条件は、ウェブサイトにてご確認下さい。



ありがとうございました！
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

7月18日(水)
『知っててよかった！
最新送金ガイド＜仮＞』

皆さんのご参加お待ちしています！


