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『奥様の賢い家計管理』

※すべての情報は2018年5月16日現在のものです。
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①ここが違うよ
フィリピン銀行取引



1）ATMの機能編

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 基本的に出金のみ

時間外手数料あり

ATMの機能

24時間無料手数料



2）口座管理編

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）クレジットカード編

カード会社

登録口座から
自動引落し

BDO支店窓口・SM・
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

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



クイズ
答え合わせ



クイズ答え合わせ (1問10点×10問)

①フィリピンの銀行取引で本人確認をする際は、日本のような印鑑の代わりに
(A. さ) 署名)が使われる。

②ATMでは(B. な) 通帳記入 )ができないため、支店窓口で行う。
一般的なATMは(C. あ) 出金)専用だが、中には(D. た) 入金)専用の
ATMもある。BDO ATMからBDO ATMカードを使っての取引は24時間可能で、
取引手数料は、(E. ね) 終日無料)。

③BDO支店窓口の営業時間は最も長い支店で (F. の) 21時)までである。

④普通預金口座は、（G. お) 2年間 ）口座の資金移動がない場合、
（H. そ) 休眠 ）口座となる。

⑤登録住所変更や外貨購入などは(I. き) 口座開設支店)でのみ取引が可能であり
口座名義人本人が窓口に行く必要がある。

⑥クラブのメンバー同士で (J. と) ジョイント)口座という共同口座を開設できる。



②BDOジャパンデスク
個人部門



BDOの特徴

②ATM・支店数
フィリピン最多

①SM傘下
フィリピン最大手商業銀行

③ジャパンデスクの充実したサポート

BDOジャパンデスクは33名
うち日本語スピーカー13名

※2018年5月16日現在



毎月第3水曜日に
無料で開催！

過去テーマ：
送金/資産運用/保険

など多数

マンスリーセミナー



豊富な日本語ガイドライン



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 



③奥様あるある
in フィリピン



あなたはどんな風にお金を管理していますか？

Ａ子さんの場合

奥様あるある in フィリピン

毎日のお買い物や、子どもの学校や塾で現金が
突然必要になることが多いので、主人の会社の
給料振込み用銀行口座のATMカードを
私がいつも持つようにしています。
暗証番号は夫婦だけで共有しています。

共同口座（Joint “OR” ）



奥様あるある in フィリピン

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。



あなたはどんな風にお金を管理していますか？

奥様あるある in フィリピン

ママ友と一緒にオーガニック食品を共同購入
する時は、精算係のママに現金をぽち袋に
入れて直接渡すようにしています。

モバイルバンキングで手軽に送金

B奈さんの場合



奥様あるある in フィリピン

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!



奥様あるある in フィリピン

モバイルバンキングで手軽に送金



あなたはどんな風にお金を管理していますか？

奥様あるある in フィリピン

主人の給料日にATMから現金をおろしてもらい、
基本的に家で現金保管しています。週2でメイド
さんが来るのでカギ付のひきだしに入れています。
メイドさんとのお金のやり取りは現金でしています。

チャージ式国際キャッシュカード

C恵さんの場合



奥様あるある in フィリピン

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で出金のほか、お店で
デビットカードとしても使用可能。



奥様あるある in フィリピン

チャージ式国際キャッシュカード

お好きなBDO支店窓口で
キャッシュカード購入
(1枚150ペソ）

<使用例>
ヘルパーさんなどにキャッシュ
カードを渡し、便利に資金移動。



奥様あるある in フィリピン

チャージ式国際キャッシュカード
実際に寄せられた使用例
・ご主人がキャッシュカードを購入、奥様に渡す。

現金を持ち歩く必要がなく安心。

・ ヘルパーさんに現金の代わりに
キャッシュカードを渡す。
必要に応じてモバイルバンキングから入金。

・ドライバーさんの前借り記録として。



奥様あるある in フィリピン

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



あなたはどんな風にお金を管理していますか？

奥様あるある in フィリピン

オンラインでの買い物は、日本のクレジットカー
ドを使っています。日本の銀行の円口座から
自動で請求額が引き落とされるようになって
います。

BDOクレジットカードでペソ決済

D美さんの場合



奥様あるある in フィリピン

BDOクレジットカードでペソ決済
BDOでクレジットカードを作るメリット

１. ペソで決済ができる

３. オンラインバンキングで一元管理

２. 多彩なプロモ(割引キャンペーン)



メインカード
Principle Card

例：月設定限度額20万ペソ
・すべてのカードでシェア
・設定利用限度額指定

家族カード
Supplementary card
１枚目の家族カードは
年会費永年無料

BDOクレジットカードでペソ決済

奥様あるある in フィリピン



BDO口座開設条件と
手続きの流れ



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点が提示できること

・ 支店長の承認を得ること

8

BDO口座開設クイックガイド



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知ってトクする
BDOお得情報



クレジットカードで
おトク！



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：2018/06/30 まで

豪華なホテルビュッフェが半額！

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

Spectrumビュッフェ(Fairmont)

●ランチ＜12:00~14:30＞
火・金
Php 2,150 → Php 1,075

●ディナー＜18:00~22:00＞

火・日
Php 2,380 → Php 1,190
金
Php 2,450 → Php 1,225



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されます！

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



BDO発行のVISA Gold / Platinum クレジットカード決済で

50% 

OFF!
5,000～10,000ペソのお会計で

人気中華レストランが半額！

プロモ期間：2018/06/15 まで

詳細や条件は、ウェブサイトにてご確認下さい。

『Choi Garden』

平日(月～金)のみ



BDO発行のVISA クレジットカード・デビットカード決済での特典

20% 

OFF!

『ST. MARC CAFE』

500ペソ以上のお会計で

おなじみのレストラン・カフェでお得！

プロモ期間：2019/03/15 まで

詳細や条件は、ウェブサイトにてご確認下さい。

『まい泉』

1,000ペソ以上のお会計で



BDO発行のVISA/JCB/MC/AMEXクレジットカード、
デビットカード決済での特典

12% 

OFF!

Agodaホテル予約のチャンス！

＜プロモ期間＞予約2018/05/16～05/18
滞在2018/05/16~10/31

詳細や条件は、ウェブサイトにてご確認下さい。

『Agoda』
－シンガポール/韓国/台湾
のホテル予約

－www.agoda.com/bdo
から予約



プロモ(割引キャンペーン)をチェックしよう

BDO Websiteで アプリで



現在地からのプロモが簡単に確認できる

“Nearby”がおすすめ！

プロモ(割引キャンペーン)をチェックしよう

Deal Finderをかしこく使おう



このほか、家族カード・保証型クレジットカードもご相談下さい

クレジットカードのお申し込み条件

お申し込み条件
●お申し込み時点で21歳以上、70歳未満であること

●BDOに口座を維持していること

●居住者ビザを持っていること

●フィリピンに住んでいること

●少なくともひとつの固定電話が自宅又はオフィスにあること

●自宅又はオフィスがBDOサービス圏内であること

下記条件を満たしている場合、
ジャパンデスクを通して、Eメールのみで申請完了！



リワードカードで
おトク！



BDO リワードカードの世界

エメラルドカード

サファイアカード

ダイヤモンドカード



BDO リワードカードって何？

対象銀行取引で
自動的にポイントが
貯まる

SM・パートナー店舗の
レジでカードをスワイプ
するとポイントが貯まる

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

ポイントの有効
期限は５年間

リワードカード保持者は
BDOのお客様全体の約20％！

SMアドバンテージカードと同じように使えるポイントカード



１リワードポイント＝ 対象ショップ

P200

P400

P250

リワードポイントを貯めよう



⑤未来に備えよう
＜BDO Life生命保険＞



未来に備えるBDO Life生命保険

Money 8 Secure Plus

・8年間の生命保険。

・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。



・１年あたりの支払い 93,750ペソ(×８年)
・死亡保険金 1・２年目 ＝325,590ペソ

3～20年目＝651,180ペソ
・２年に1回の配当金：26,047ペソ
（２年目～20年目まで、計260,047ペソ）

・20年目の満期金：651,180ペソ
・20年目の運用益(例)：238,430ペソ

未来に備えるBDO Life生命保険

Money 8 Secure Plus

～サンプル～ 750,000ペソ


