
1. 送金してもらったお金が着金したか確認したい。通常何日かかる？

2. 着金手数料はいくらかかる？

3. 日本円を円のまま受け取りたい。BDOで円口座の開設は必要？

4. 日本円を送りたい。ペソ口座しか持っていない場合、円口座の開設は必要？

5. どこの支店でも送金できる？

6. 送金申請書って何を書くの？

7. 給料のペソを日本の自分の口座へ送りたい。必要な書類は何？

8. オンラインバンキングで海外送金できる？

9. その日の両替レートはどうやって確認するの？
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送金と両替のよくある質問



1. 送金してもらったお金が着金したか確認したい。
通常何日かかる？

海外からフィリピンへ



・余裕を持って送金してもらいましょう。

・送金情報が正しく伝わっているか明確にしましょう。
送金情報に誤りがあり、着金できないというケースが多々あります。

例)田中雄二さんの口座に送金する場合に
Yuji Tanakaと記入すべき所がYuuji Tanakaになっていた。

1.-A 送金にかかる日数は約3営業日



送金者に伝えるべき重要事項 Information that you need to inform a sender

 受け取り先のスイフトコード Swift Code

 受け取り先の銀行本店の住所 Address of Head Office of the Receiver’s Bank

 受取人の名前 Beneficiary Name

 受取人の口座番号と支店名 Beneficiary Account No. with BDO Branch Name

*送金時に記載する銀行の住所は本店の住所。受取人の支店の住所ではないのでご注意

Please put the address of head office. Not the address of your branch of account.

海外送金の仕組み：日本の銀行からフィリピンに送金してもらう
Remittance: From a bank in Japan to a bank in Philippines

BDOのスイフトコード (BDO Swift Code): BNORPHMM
BDOの正式名称 (Full Name of BDO): BDO Unibank Inc.
BDO本店の住所 (Address of BDO Head Office): BDO Corporate Center 
G/F, BDO Towers Paseo, 8741 Paseo de Roxas corner Villar St., Salcedo 
Village, Bel-Air, Makati City 1200

*



2. 着金手数料はいくらかかる？

海外からフィリピンへ



※Doc Stamps手数料Php200毎にPhp0.60(小数点切り上げ)

2018年1月1日より変更となりました。

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。

BDO着金手数料一覧表

PHP口座
に着金

USD口座
に着金

第三通貨口座
に着金

送金元
外貨

Php100
＋Doc Stamps※

USD8 USD8相当額

送金元
PHP

Php200 不可 不可



3. 日本円を円のまま受け取りたい。
BDOで円口座の開設は必要？

海外からフィリピンへ



3.-A 円口座の開設が必要です。

着金時は口座と同じ通貨に両替されるため、円で受取りたい場合は円口座が必要です。

円を送金

このままだと、
ペソで着金してしまう！

• 円のまま受け取りたい
• 現在ペソ口座のみ持っている

円口座開設
• 居住者ビザをお持ちで6か月以上BDOで別通貨の口座を維持なさっている方対象です。
• 他の詳細については、ジャパンデスクまでお問い合わせ下さい。



4. 日本円を送りたい。ペソ口座しか持っていない
場合、円口座を開設する必要がある？

フィリピンから海外へ



4.-A BDOに口座を持っていれば
円口座の開設は必要ありません。

※BDOに口座をお持ちであり、尚且つ居住者ビザをお持ちの方対象です。

• 円(現金)を持ち込み、円のまま送りたい
• 現在ペソ口座のみ持っている 受け取り側は円口座

円を現金で持ち込む場合、SWAP FEEという手数料がかかりますが、送金は円口座なしでも可能です。



5. どこの支店でも海外送金できる？

フィリピンから海外へ



・口座を開く際に、マネーロンダリング防止の一環として

ヒアリングを事前に行っているため。

・お客様の口座の動きをリアルタイムでモニターすることができるため。

5.－A 海外送金は口座開設支店のみで可能

《海外送金を行う際に必要なこと》

• BDOに口座を持っていること(口座から送金する必要はなし)

• 居住者ビザを持っていること

• 事前に口座開設支店に承認を取ること

• 送金目的を証明する書類を提出すること



6. 送金申請書って何を書くの？
フィリピンから海外へ



6.－A
送金の申請書の記入例



★記入例(1)



★記入例(2)



★記入例(3)



7. 給料のペソを日本の自分の口座へ送りたい。
必要な書類は何？

フィリピンから海外へ



 ペソ給与額の記載された雇用証明書

 パスポート・ACRカード(就労可能なビザのステータスであること)・
AEPカード

 現地利用の雑費を除いた資金を送金するという公証済みの書類
（書類のテンプレートをご希望の方はジャパンデスクにお問い合わ
せください。）

7.－A 下記の必要提出物をそろえ
口座開設支店にて送金申請します。

※口座開設支店の裁量により、追加書類が発生する可能性もございます。
送金申請承認後に、送金が可能となります。



8. オンラインバンキングで海外送金できる？

フィリピンから海外へ



8.－A オンラインバンキングの場合
USD口座からのみ送金可能です。

ペソ
送金

USD 
送金

送金額
上限

手数料
手数料

(中継銀行等)
他者口座の

登録
例えば…

N/A 〇 なし USD10.00 約USD25.00
登録の必要

なし

USD口座から
日本にある家族の

USD口座に
給料を送る

※正午12時以降に実行した（Submit した）お取引は、翌営業日のお取引扱いとなります。



オンラインバンキングには
BDOウェブサイトよりご登録いただけます。

https://online.bdo.com.ph

こちらからお申し込みいただけます。



USD Wire Transfer
(to Local/Overseas Bank)を選択

海外への送金
(ワイヤトランスファー)

第3者BDO口座への送金

国内の他の銀行への送金

送金のタブ

※携帯電話のSMSにOneTimePasswordを受信する必要があります。



9. その日の両替レートはどうやって確認するの？
両替



１日の中でもレートは随時変動します。

支店窓口にて最新レートをご確認ください。

両替手数料

BDOの手数料は、両替レートの中に含まれて

おりますので別途手数料はかかりません。

9.ーA BDOウェブサイトにてレートをご覧いただけます。



BDOウェブサイトにてFOREXをクリック
SELL : 外貨を買うとき

(ペソ⇒日本円)
BUY : 外貨を売るとき

(日本円⇒ペソ)こちらからご確認いただけます https://www.bdo.com.ph


