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BDOジャパンデスク
個人部門サポート



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！



日本語でカスタマーサポートが受けられる
北米

2018年8月現在

BDOカスタマーコールセンター
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 

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 



1. フィリピンと日本の
銀行取引の違い



1）ATMの機能

暗証番号 数字４桁 数字６桁

キャッシュカード ATM(デビット)カード

入金・出金・
通帳記入

基本は出金のみ
入金可能なATMも

時間外手数料あり

ATMの機能

24時間無料手数料



2）口座管理

維持手数料 設定なし

口座開設支店のみ

サイン+ ID

情報更新

出金／入金 全支店で可能

印鑑

休眠口座 10年など
普通預金口座･･･２年
当座預金口座･･･１年

本人確認

全支店で可能

全支店で可能
(口座開設支店以外は手数料あり)

設定なし
(月平均残高設定あり)



3）クレジットカード

カード会社

登録口座から
自動引落し

BDO支店窓口・SMモール・
オンラインバンキング・ATM・
自動引落し支払い

暗証番号 サイン

支払い後
請求書確認

決済

オンラインバンキング登録で
BDO口座と共に管理可能

管理方法

発行元

支払い
方法



2. BDOジャパンデスク
よくあるお悩み３選



1. 貯まったペソを生かしたい

・ペソ決済可能なクレジットカードを作る。

・ペソで資産運用をする。



2. 帰任が決まったら何をする？
・クレジットカード
残高を支払い、カードを閉鎖する。

・海外送金
口座開設支店で、日本の口座に海外送金する

・預金口座
口座を閉鎖する・維持する場合は、
非居住者ステータスの口座に変更する。
オンラインバンキングに登録する。



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
2. AEP（就労許可証）
3. ACR 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

ことを記載した公証済み宣誓書

ペソ口座から円口座へ送金したい



3. 奥さんも口座を作りたい

・居住者ビザを持っていれば、
支店の承認を得て口座開設可能

・口座を作るほどではない場合、
国際チャージ式キャッシュカードが便利



共同口座 <Joint “OR”>

Joint OR(共同口座)

・2～５人で開設できる。
・各口座名義人ごとに
ATM(デビット)カード
発行可能。

・友人同士でも開設できる。



チャージ式国際キャッシュカード

キャッシュカード
・現金を入金＜チャージ＞して
利用するプリペイド式カード。

・１枚150ペソ(1人５枚まで) 。

・支店窓口やATMで現金をカードに
入金＜チャージ＞のほか、
BDO口座から資金移動も可。

・ATMでの出金、デビットカードと
して使用可能。



3. オンラインバンキングで
時短生活



オンラインバンキングを賢く使おう

お金を移動する

・海外送金（USD建て）

・BDO口座間、他行への送金

・プリペイド携帯のロード

・チャージ式国際キャッシュカード

・請求額、公共料金支払い



オンラインバンキングを賢く使おう

確認する

・BDO リワードカード

・BDO クレジットカード

・投資信託

オンラインバンキングのほかにも…

・モバイルバンキング

・BDO 口座取引履歴



モバイルバンキングで手軽に送金

BDO口座間なら手数料無料、タイムラグなし



モバイルバンキングで手軽に送金



チャージ式国際キャッシュカード

ココをタップ

送金元BDO口座選択

宛先キャッシュカード選択



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
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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

17



4. リワードカード・
クレジットカードを賢く使おう



BDO リワードカードの世界

エメラルド

サファイア

ダイヤモンド

・SMやパートナースのレジでカード
をスワイプするとリワードポイント
が貯まる

・獲得した１リワードポイント＝1ペソ
としてお買い物で使える

・対象銀行取引で自動的に
リワードポイントが貯まる



リワードポイントを貯めよう！

・ BDO口座預金

・ クレジットカード

・ 投資信託

・ ATM／オンラインバンキングでの公共料金支払い

・ オートローン／ホームローン

・ BDO口座への送金

・ デビットカードでのお支払い



対象ショップ

P200

P400

リワードポイントを貯めよう！

P250



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。


