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 本日の概要
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国内本支店

BDOジャパンデスクについて

銀行為替業務について 為替業は銀行の3大業務の一つ、為替できる利点等

外貨両替について 両替可能支店、必要な手続き、オンライン上でできる両替等

振込・送金について 送金条件、必要書類、国内振込、海外送金について等
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 銀行為替業務について ～為替業務は銀行の3大業務の一つ～

銀行

預金業務 融資業務 為替業務
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 為替業務とは

為替業務とは、銀行が顧客同士のお金の受け渡しを仲介する業務のこと。

銀行の決済システムを利用することによって、現金を移動させることなく相
手側に円滑に資金を届けることができる。

主な業務としては、国内振込、海外送金、海外送金、貿易金融、
外貨両替があげられる。
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 為替業務とは ～日本・フィリピン間の決済～

・日本銀行金融ネットワークシステム
・全国銀行資金ネットワーク

・The Philippine Payment Settlement System 
(PhilPaSS)

SWIFT円決済

ペソ
決済
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 外貨両替について ～必要な手続き、注意事項～

 原則、口座開設支店での手続き。

 ペソから円等外貨への両替は、目的を証明できる確証が必要。
（旅行券、英文の帰国辞令、運用結果報告書、不動産売買契約書など）

 外貨両替は事前に予約が必要
（支店によっては、日本円等外貨がない場合がございます。通常、外貨現金の準備には
3-5営業日程度かかりますので、事前にジャパンデスクにご相談ください。）
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 外貨両替について ～BDOの公表相場の確認方法～

弊行公表為替相場については、下記URLをご参照ください。
https://www.bdo.com.ph/forex

Yahooファイナンスより

→0.0055 売買 0.0114←

Buy/買 Sell/売
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 外貨両替について ～過去10年のJPY/PHP為替相場～

出所：Ex Corporation
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 外貨両替について ～オンラインバンキングでの両替～

オンラインバンキングにてUSD口座からペソ口座への振替（両替）可能

取引可能金額（1日）：USD5,000迄
手数料（1回）：USD1.0
為替レート：当日のBDO公表相場にて両替が可能。
取引可能時間：7：00-22：00

ペソ口座 USD口座USD口座 ペソ口座



 本日の概要

11

国内本支店

BDOジャパンデスクについて

銀行為替業務について 為替業は銀行の3大業務の一つ、為替できる利点等

外貨両替について 両替可能支店、必要な手続き、オンライン上でできる両替等

振込・送金について 送金条件、必要書類、国内振込、海外送金について等



12

国内振込
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 国内振込の方法 （手許資料をご参照ください）

1. 窓口での振込（入金） ※口座開設支店以外での手続きには手数料発生。

2. ATMでの振込（入金） ※口座番号の相違注意!!

3. オンラインバンキング（モバイルバンキング）での振込

※フィリピンでは他人名義の口座に入金が可能です。
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 窓口での振込（入金）手続きに必要な書類

1. 振込先（預金先）の口座番号・口座名義

2. Cash Transaction Slip
（支店にてご記載頂きます。）
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 オンラインでの振込（預金）方法

• 事前登録なしの口座への振込
→1日10,000ペソまで振込が可能です。（1日の合計金額）

• 事前登録ありの口座への振込
→1日1,000,000ペソまで振込が可能です。

• 他行向け振込は1日50,000ペソ迄（事前登録不要）

*別添資料をご覧ください。



国内振込手数料(Fund Transfer)

国内振込

振込通貨
振込・
入金方法

BDO口座宛て

国内他行宛て 注記
登録済口座 同一支店間

（受口座支店が）

エリア内
（受口座支店が）

エリア外

フィリピン・ペソ
(PHP)

窓口 無料 PHP50 PHP500

ATM PHP 10 PHP 10
Cash Deposit  Machine

であれば無料

オンラインバン
キング

無料
（1日100万ペソ迄）

無料
（1日10,000ペソ迄）

PHP100
（1日PHP50,000迄）

米国ドル
(USD)

窓口 無料 PHP 50 PHP500 または USD10

ATM マカティ本店設置のUSD入金用ATMのみ取り扱い可

オンラインバン
キング

無料
（1日USD20,000迄）

送金(Wire Transfer)として取扱可
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：USD 25

日本円
(JPY)

窓口 無料 無料 PHP50

その他通貨 窓口 通貨によって異なるため、ジャパンデスクにお問い合わせください。

 国内振込手数料 （お手許の資料をご参照ください）
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海外送金
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 海外送金の流れ

関係銀行手数料
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 BDOの口座から海外送金(Wire Transfer)の条件

1. BDOに口座をお持ちであること。
※帰国が決まり送金をする前に口座を解約しないように注意。

2. 口座開設支店から送金承認を得ること。
※ジャパンデスクに事前にご相談ください。

3. 送金目的や妥当性を確認できる書類（確証）を提出できること。
※ジャパンデスクに事前にご相談ください。
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 海外送金時の必要書類について

1. パスポート原本

2. AEPカード （労働ビザの保有者）

3. 居住者ビザの証明できるもの（ACR I- Cardなど）

4. TIN ID （納税者識別ID）

5. ペソの収入源を証明できる書類
（ペソ給与額が記載された雇用証明書など）

6. 送金依頼書・外貨購入申込書（各支店にて記載）

7. 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の宣誓書
（弊行の雛形を配布しております）

※5、6、7はペソ送金の場合のみご提出必要でございます。
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 海外送金方法について

口座開設支店 オンラインバンキング

ペソ

USドル

日本円等第三通貨

※USドルのみオンランバンキングから海外送金が可能です。
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 海外送金方法について

口座開設支店 オンラインバンキング

ペソ

※USドルのみオンランバンキングから海外送金が可能です。

オプション1
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 海外送金方法について

口座開設支店 オンラインバンキング

USドル

※USドルのみオンランバンキングから海外送金が可能です。

オプション2
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 海外送金方法について

口座開設支店 オンラインバンキング

日本円等第三通貨

※USドルのみオンランバンキングから海外送金が可能です。

オプション3
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 海外送金方法について②

オプション1及び3
ペソ口座及び第三通貨口座から

1. 口座開設支店から送金承認を得る。

2. 支店にお越し頂く。

3. 必要書類の提出、送金申請用紙への
記入

4. ペソから日本円を購入し送金を実行。
（ペソのみ）

オプション2
USドル口座から

1. オンランバンキングへログイン

2. Send MoneyからUSD Wire Transferを選択

3. 必要事項を記入

4. USドルで送金。日本の円口座に円着金

*支店にお越し頂いて支店窓口から送金も可能です。

*支店によっては、必要書類を整えていても不慣

れな為、取扱いをしないケースがある為、事前に
ジャパンデスクにご相談ください。
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 支店でご記入頂く送金申請書類について

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

配布資料をご覧ください。
BDOジャパンデスクホームぺージからもご覧いただけます。

1. 『Foreign/Domestic Telegraphic Transfer Application Form/送金依頼書』

2. 『Application to Purchase Foreign Exchange/BSP向け外貨購入依頼書』
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 手数料を抑える方法

1. 中継銀行（コルレス銀行）に口座を開設頂く。

2. 送金時に中継銀行を指定する。

3. 優遇レートを依頼する（為替差損の削減）。
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USドル 日本円

Bank of America, San Francisco
(バンク・オブ・アメリカ サンフラシスコ支店)

Bank of New York Mellon, New York
(バンク・オブ・ニューヨーク・メロンニューヨーク支
店）
Citibank, New York
(シティーバンク ニューヨーク支店)
JP Morgan Chase & Co., New York
(JPモルガンチェース ニューヨーク支店)
Standard Chartered Bank, New York
(スタンダードチャータード銀行 ニューヨーク支店)
Wells Fargo Bank, New York
(ウェルスファーゴ ニューヨーク支店)

MUFG Bank, Ltd. Tokyo 
(三菱UFJ銀行)
Sumitomo Mitsui Banking Corp., Tokyo
(三井住友銀行)
Mizuho Bank, Tokyo 
(みずほ銀行)
Standard Chartered Bank, Tokyo
(スタンダードチャータード銀行/法人向け)

 中継銀行(コルレス銀行)のリスト

上記3都市銀行に口座をお持ち

の場合は、必ず送金時に中継
銀行として指定してください。



 海外送金手数料 （お手許の資料をご参照ください）
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送金元通貨 送金方法
送金通貨

注記
日本円(JPY) 米国ドル(USD) その他通貨

フィリピン・ペソ
(PHP)

窓口
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：5,000円
印紙税：ペソ送金総額×0.3%

送金手数料：USD10

関係銀行手数料：USD25

印紙税：ペソ送金総額×0.3%

送金手数料：USD10

関係銀行手数料：*1
印紙税：ペソ送金総額
×0.3%

印紙税はPHP 200の送金毎にPHP 0.60。
*1: 送金通貨によって異なるため別途お問い
合わせください。

米国ドル
(USD)

窓口
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：5,000円
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：USD25

送金手数料：USD10

関係銀行手数料：*1

現金持込の場合：総額×0.25％
*1: 送金通貨によって異なるため別途お問い合
わせください。

オンライン
バンキング

N/A
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：USD25
N/A N/A

日本円
(JPY)

窓口
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：5,000円
送金手数料：USD10

関係銀行手数料：USD25

送金手数料：USD10

関係銀行手数料：*1

現金持込の場合総額*0.50%

*1: 送金通貨によって異なるため別途お問い合
わせください

その他通貨 窓口 通貨によってことなるため、ジャパンデスクにお問い合わせください。 現金持込の場合総額*0.50％



 海外送金手数料 （被仕向送金の場合）
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・被仕向送金手数料・・・PHP100.00
・印紙税・・・送金金額×0.3%（PHP200.00毎にPHP0.60）

・外国為替・・・入金日のBDO公表相場で両替

円（日本）からペソ口座（BDO）へ入金

・被仕向送金手数料・・・USD5.0（相当の円口座から引き落とし）
・印紙税・・・無し

・外国為替・・・無し（円口座からペソ口座への振替日のBDO公表相場で両替）

円（日本）から円口座（BDO）へ入金



 BDOレミットジャパン株式会社 (個人向け海外送金専門会社)

東京都新宿区西新宿1-3-13
03-5909-0601
0120-236-771(フリーダイアル)

日本からフィリピンへ低い手数料でご送金いただけます！
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個人（日本）から
個人・法人（フィリピン）ペソ口座・USD口座へ送金可能

送金方法 送金額 手数料 着金までの所要時間

BDO口座へ
の入金

1円～ 10,000円
10,001円～ 100,000円

100,001円～ 300,000円
300,001円～1,000,000円

送金上限

100万円/1回
100万円/月

1,200万円/年

500円
750円

1,000円
1,500円

1時間以内

現金受取

フードレミッ
タンス

3日から7日間（金額によ
る）

他行口座
への入金

ペソ口座へ：1～2日間
USD口座：3～4日間

現金配達 1日～7日間（配達先に
よる）
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 オンライン・モバイルバンキングを利用してより便利に

支店窓口

• 口座開設（閉鎖）
• ATMカード・通帳の再発行
• 登録情報の更新
• 第3通貨取引（送金・両替）

オンラインバンキング

• 海外送金（USD口座のみ）

• 投資信託の売買
• 各種事前登録手続き

ATM

• 残高照会
• 出金
• 入金（他人口座への入金を含む）
• 各種アクティベーション

モバイルバンキング

• 残高照会（第3通貨の口座含む）

• クレジットカード等各種支払
• 口座間振替
• BDO他口座への振込
• 国内他行への振込
• キャッシュカードへの入出金
• USD口座からPHP口座へ振替

• 小切手帳発行依頼（2冊目以降）

• 前払い携帯電話への入金



Thank you very much
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We find ways


