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はじめに

2020年6月にオンライン上でバイオ分野（ライフサイエンス関連）のビジネスマッチングイベント
「2020 BIO International Convention Digital」が開催されます。同展示会は米国で例年6月に開催
されている「BIO International Convention」が新型コロナウイルスの影響によって、デジタル開催

へ移行となったものです。本展示会では、主催者提供のシステム上で機密性を保ちつつ、海外企業
とオンラインで商談することができます。JETROは、日本企業の海外展開支援を目的として、同デ
ジタル版BIOへの支援プログラムを実施します。
本プログラムには参加料の補助に加え、知財関連WEBセミナーや現地コーディネーターによる

個別メンタリング支援等も併せて検討しています。米国をはじめ海外バイオ市場参入にご関心のあ
る方はぜひ参加をご検討ください。

About BIO Digital 2020 About JETRO SUPPORT

見本市概要 出展支援 概要

名 称 ：2020 BIO International Convention

Digital （BIO Digital 2020）
展示会期：2020年6月8日(月)～12日(金) 

開催形態：デジタル開催
対象出展物：バイオ分野の製品・サービス・技術
主 催 者：BIO（全米バイオ産業協会）
U R L ：https://www.bio.org/events/bio-

digital

※同見本市は本来2020年6月に米国・サンディエ
ゴで開催予定の「BIO International Convention 

2020」が新型コロナウイルスの影響によって、デジ
タル開催へと移行したものです。

主 催： 日本貿易振興機構（ジェトロ）
募集対象：バイオ分野（創薬、創薬支援、再生医療
等の製品・サービス・技術等を有し、日本国特許庁
における特許、実用新案、意匠又は商標に係る産
業財産権を保有する中堅・中小企業）
※出展資格・要件はp.6をご確認ください。
※弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、コンサ
ルティング事業等を主体とする企業は募集の対
象外となります。

※本事業では知財を活用した共同研究・開発、ライ
センスアウト等を含みます。

募集社数：30社（予定）
出展形式：1社1アカウント
※パートナリングシステムを利用した商談の実施。
（商談は主催者が提供するパートナーリングシス
テム上でビデオ通話にて行うこととなります。）

特徴：

・例年開催している「BIO International Convention」はバイオ分野（創薬、創薬支援、再生医療等）にお
いて世界最大のビジネスマッチングイベント。（デジタル開催は今回が初めて）
・「パートナリングシステム※」と呼ばれるバイオ分野特有の事前商談マッチングシステムが運営されて
おり、効率的な商談セッティングが可能。
※主催者が運営するウェブ上の事前商談マッチングシステム。BIO Digital 参加者の中から商談候
補先の発掘および商談申込ができ、マッチングした場合、同システム上でビデオ通話による商談が
セットされます。

・参加者はプレゼン動画を投稿可能。またWEBセミナー/他出展者のプレゼン動画も視聴可能。

前回実績
会 期：2019年6月4日(火)～6日(木)
※パートナリングシステムを活用した商談は3日（月）から開始。

開 催 地：米国・フィラデルフィア
出展者数：8,400企業・団体
来場者数：17,306人
パートナリングシステムによる商談件数： 48,500件
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参加料金（不課税）・サービス内容

＜基本料に含まれるサービス＞※原則、１社１アカウントのお申込となります。
※下記サービスの一部をご利用にならない場合でも同一料金となります。
ジェトロが主催者・各種運営業者等との事務手続きをとりまとめ、下記のサービスを提供します。

●BIOパートナリングアカウント（企業プレゼンテーション付き）×1枠
・One-on-One Partnering System の利用
※BIO Digital 2020 参加企業への商談リクエスト送受信が可能となります。マッチングされると両
者の指定した時間帯の中で、オンライン上での商談がセッティングされます。

・主催者が企画するWEBセミナーへの参加
・企業プレゼンテーション動画の投稿
※主催者WEBサイト上で参加者のみに公開され、より効果的なPRが可能となります。
・他出展者の企業プレゼンテーション動画の視聴

⇒ 詳細は下記URLより主催者WEBサイトをご確認下さい。
https://www.bio.org/events/bio-digital/announcements/announcing-bio-digital

＜参考＞JETROを経由せず申し込むと、同アカウント（企業プレゼン付き）1枠のみで＄1,200

（≒13万円）。1＄＝108円換算。 ※5月1日以降は＄1,500（≒16万円）

●JETROによる支援サービス（予定）
・日本企業の取りまとめウェブ掲載（各社個別でなく「ジャパン」としてまとまっての掲載）
・知財関連WEBセミナー
・現地コーディネーターによる個別メンタリング支援
・企業紹介ページへの掲載内容の校正・ネイティブチェック

1社

中堅・中小企業料金
※「中堅・中小企業料金について」（5ページ）参照ください。

￥90,000
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＜注意事項＞

・上記『基本料に含まれるサービス』の内容等は変更になる可能性があります。
・追加のアカウントが必要な場合は各自でご購入ください。

・オンライン商談には通信環境が必要となります。通信環境の整備、カメラ付きPCやヘッドセット等
の接続機器に関しても各自で手配ください。
・その他、前述の『基本料に含まれるサービス』に記載されている項目以外の経費については出展
者負担となります。

・例年作成しているジャパンパビリオン出展者カタログの作成は予定しておりません。
・海外企業とのオンライン商談の際には時差を考慮して実施してください。

https://www.bio.org/events/bio-digital/announcements/announcing-bio-digital
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＜BIO Digital 参加メリット＞

●効率的な商談が可能
パートナリングシステムを通じ事前に商談アポイントメントを取得でき、効率的な商談実施
が可能。

●多くの意思決定権者が参加
大手製薬企業の経営陣など意思決定者の参加が見込まれ、効果的な商談が可能。

●多様な企業と商談が可能
大企業から中堅、中小企業までバイオビジネス関係者とオンライン上で、様々な海外製薬
企業と商談ができる。

＜JETRO支援メリット＞

●高いPR効果
日本企業でまとまってWEB掲載（※予定）を行うことで海外製薬企業等に対して効果的に
PR。

●デジタル出展・商談に向けた手厚いサポート
WEBセミナーや個別メンタリング支援を予定しており、より効果的に海外製薬企業へア
ピールすることが可能。

BIO Digital 参加のメリット

ジェトロ・メンバーズ特別料金

ジェトロ・メンバーズには、会員特別料金として出展料の10％を割引します。
但し、以下を条件とします。
①割引料金は会員1口につき年会費¥70,000(消費税は除く)を年間割引の上限とします。
②割引は日本国内からジェトロ･メンバーズとして登録された法人・団体名でお申込みいただいた
場合に限ります。

③出展料請求後にジェトロ・メンバーズに加入された場合は上記割引の対象外となります。
まだジェトロ・メンバーズに加入されていない皆様は、この機会に入会をご検討ください。
【お申し込み・詳細はこちら】

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/

東京都 海外展開支援

東京都は、東京都中小企業制度融資のメニューとして「海外展開支援」を設けています。
「海外展開支援」の融資申込予定者が、その融資を実行予定である金融機関を経由してジェトロ

へ支援を申し込む場合、東京都との連携により、ジェトロに支払う支援経費を原則無料で利用で
きます（1企業当たりの利用限度は、支援経費累計が50万円となるまで）。
詳細は、以下の「東京都産業労働局」のウェブページをご覧になるか、もしくはジェトロ東京（Tel：
03-3582-4953）までお問い合わせください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/

https://www.jetro.go.jp/members/memberservice/
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/kaigaitenkai/


中堅・中小企業料金について

中堅・中小企業料金は以下に定める日本国内の中堅・中小企業に適用します。

中小企業とは、「中小企業基本法」の定義に基づきます。以下表のうち、資本金基準・従業員

数基準のいずれかを充たす法人を中小企業といたします。中小企業料金にてお申込みいた

だけるのは、①同法に定める日本国内の中小企業* ②同法に定める 中小企業*を取りまと

める業界団体等（当該業界団体等の構成員の2/3以上が中小企業であること）**に限ります。

ただし、上記の条件に該当する企業・業界団体等であっても他の国庫補助金による支援を受

けている場合は、お申込みいただくことができません。

※詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

中小企業者以外で、直近の決算年度の売上高が1,000億円未満若しくは、常用雇用者1,000
人未満の者及びそれらの者で構成されるグループ（構成員のうち、中堅企業者が3分の2以
上を占め、中堅企業の利益となる事業を営む者）

（注）
*   法人格のない個人事業者も含みます（NPO法人は含まない）。
** 中小企業取りまとめ団体として参加する場合は、各中小企業担当者が会場にアテンドし、

商談を行うことを条件とします。取りまとめ団体が、団体および会員企業の紹介活動だ
けを行なう参加は原則認められません。詳細はお問い合わせください。

***「常時雇用する従業員の数」には、事業主、役員、臨時従業員は含みません。

主たる事業として
営んでいる業種

資本金基準
資本金の額または出資の総額

従業員基準
常時雇用する従業員の数***

製造業、建設業、輸送業、その他
の業種（下記以外）

3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業
（情報サービス業を含む）

5千万円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

中小企業の定義

中堅企業の定義
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注意事項

■事前に出展目的や準備状況を確認するためにご記入いただく「出展企画書」の項目に基づいて審査を行いま
す。ジェトロより電話等にてお話を伺う場合もございます。

■ 「出展申込書・承諾書」、「出展企画書」、その他提出書類の内容に虚偽の記載をした場合は、申し込みを無効
とすると同時に、本展示会への出展をお断りします。

■ご提供いただいた個人情報は、関係省庁に加え、事業委託のため事業関係者に提供する場合がございます。
また。展示会の実施についてプレスリリースを行い企業情報、出展物の情報が開示される場合がございます。
予めご了承ください。

当プログラムへの参加には、「出展企画書」をもとに審査を行います。募集社数を一定程度超えた時点で募集を
締め切りますので、お早めの申し込みをお勧めします。なお、結果の詳細については回答できかねますので予め
ご了承願います。
以下の項目に基づき審査します。とりわけ、出展目的や海外事業展開計画、商品の特徴等はわかりやすく、具体
的に記載願います。要件への該当性についてはジェトロにて判断します。ただ、以下要件を満たしていることを
もってご出展が決まるわけではない点予めご了承ください。

【必須要件】
▇▇展示会の出展分野に合致する製品・技術・サービスを有する日本の中堅・中小企業であること（P5参照）

▇▇日本国特許庁における特許、実用新案、意匠又は商標に係る産業財産権を保有していること。（中堅・中小企
業者で、大学、研究機関及び他企業の保有する産業財産権を活用する目的として当該産業財産権の専用実
施権(商標の場合は専用使用権)の実施許諾を得ている場合を含む。※Ｐ７参照）

▇▇米国ならびに主要国でのビジネス展開に際し、該当する産業財産権を保有、もしくは出願している（出願
予定含む）こと。技術流出・漏洩に備えた対策がとられていること。

▇▇海外展開計画を有しており、知的財産を活用した海外展開を目的とした商談が主な参加理由であること。

▇▇会期中、自社の担当者1名以上がオンライン商談に対応可能であること。
※自治体等のとりまとめ団体による代理商談は認めない。

▇▇経営者ならびに事業責任者が海外展開に意欲を示しており、海外展開の意義が社内で共有され、
英語での製品情報の提供や効果的な企業プレゼンテーション動画を提出できること。

【優先審査項目】
本展示会では成約件数（見込み含む）の創出可能な企業の採択を優先します。
海外展開の経験を有する企業
特に、出展企画書内の「成約目標」、「想定する海外商談相手と商談内容」について具体的に記載ください。

海外展開への取り組み経験が少ない企業
特に、出展企画書内の「海外事業展開計画」、「商品の特徴」（技術の優位性）について具体的に記載ください。

6参加資格・要件（審査内容）



お申し込み方法

本「出展案内書」および「海外見本市出品要綱」を必ずご確
認ご了承いただき、ウェブサイト上の「お申し込みフォーム」
から必要事項を入力してください。申込締切までに、下記書
類をジェトロまでご提出ください。

ジェトロウエブサイト＞＞＞
https://www.jetro.go.jp/events/far/b7d5973a29bf1611.html

【郵送いただく書類】
「出展申込書・承諾書」にご記入の上、2部印刷し、社印および代表者印をご捺印の上、「出展企画書」、
「会社案内」（日英各1部）と併せてジェトロ宛にご郵送ください。
①出展申込書・承諾書（社印・代表者印を押印したもの） （メールでもご提出をお願いします） 2部
②「出展企画書」（メールでもご提出をお願いします） 1部
③会社案内（貴社パンフレット可） 日英各1部
※大学、研究機関及び他企業の保有する産業財産権を活用する目的で、当該産業財産権の専用実施権
(商標の場合は専用使用権)の実施許諾を得ている場合は、特許原簿の写しを提出すること。（P.6参照）

申 込 受 付 開 始 ：

2020年4月13日（月）17時

*お申込が予定小間数に達した場合は、締切日前でも
募集を終了することがあります。

出展申し込み

•ジェトロのウェブサイト「お申し込みフォーム」から必要事項をご記入ください。

•ウェブに添付のある「出展申込書・承諾書」をご記入頂き、2部印刷し、社印および代表者印をご捺印
の上、「出展企画書」、「会社案内」（日英各1部）と併せて、申込期限までにジェトロにご提出ください。
「出展申込書・承諾書」（捺印済みデータ）「出展企画書」についてはメールでもご提出をお願いいたしま
す。

審査・選考

•ジェトロによる審査・選考を行います。申込を正式に受理する場合は、承諾欄にジェトロが捺印した「出
展申込書・承諾書」の一部を返送します。
※審査および採択には時間を要することをあらかじめご了承ください。

請求書の送
付・支払い

•ジェトロより返送する「出展申込書・承諾書」に請求書を同封します。請求書発行後、支払い期日（請求
書に記載）までに指定の銀行口座に出展料をお振込みください。お支払が完了した時点でジェトロが出
展を承諾することとします。必ず、期日までにお支払いください。
※なお、期日までにお支払いのない場合、出展申込を取り消す場合もありますので、ご注意ください。
※振込みに要する一切の手数料は出展者のご負担になりますので予めご了承願います。

その後の準備
スケジュール

•4月下旬 主催者パートナリングサイトオープン

•5月上旬 JETROからパートナリングアカウントの交付

•5月中旬 WEBセミナー、個別メンタリング支援の開始

•BIO Digital 2020 6月8日（月）～12日（金）

入金期限日：

2013年XX月XX日（○）

ウ ェ ブ申 し込み入力締切日 ：

2020年4月27日（月）17時

入金期限日(予定)：

2020年5月20日（水）

7



キャンセル規定 出展者の自己都合によりご出品を取消される場合は、捺印のある書面にてジェトロにお知らせくださ
い。キャンセル料金の発生時期と金額については、下表をご参照ください。

■キャンセル料については、ジェトロ・メンバーズ割引を適用できません。
■キャンセル期限以前のキャンセルで、既に出展料を振り込まれている場合には、出展料を返金しますが、払い戻しの
際に生じる一切の手数料は出展取り消し者の負担となります。

■国内で発生した天災等の事由により出展が不可能となった場合、ジェトロにご相談ください。公的な証明書等の提出を
もって、キャンセル料の免除を検討します。

その他注意事項

キャンセル受付日 キャンセル料

申込日～2020年4月29日 なし

2020年4月30日以降 参加料金の100%（9万円）

▇▇募集社数を超える出展申込があった場合は、申込期限前でも募集を締め切る場合があります。
▇▇募集分野に該当する製品・技術・サービスをお持ちの日本の企業であり、ジェトロが出展者として適当である
と承認することが必要です。

▇▇本出展支援に国からの補助金を用いての申込みはできません。
▇▇外国為替および外国貿易法等、国内法令に定めのある出展物の出展については、出展者の責任において
事前に許可等を取得願います。
経済産業省安全保障貿易管理課ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

▇▇ジェトロが成果把握等のために実施するアンケートには必ずご回答願います。アンケートにご協力
頂けない場合には、ジェトロが実施する事業への参加を一定期間見合わせる場合があります。
▇▇出展料の振込みに要する一切の手数料は出展者のご負担となります。
▇▇出展料またはその一部の未納による出展はできません。必ず、請求書記載の期日までにお支払いください。

▇▇出展申込書に記載された内容に変更がある場合、書面にてジェトロにご連絡願います。また、申込締切日を
過ぎてからの内容を変更される場合、ジェトロはその内容によっては応じられない場合がございますので、予
めご了承ください。

▇▇出展者はアカウントを転貸、売買、交換あるいは譲渡することはできません。
▇▇出展に係る規定は、本｢出展案内書｣および日本貿易振興機構「海外見本市出品要綱」によるものとします。
なお、本「出展案内書」と「海外見本市出品要綱」が異なる場合は本案内書を優先します。

▇▇ジェトロでは、展示物等の知的財産権に係るトラブルが発生した場合、一切責任を負いかねます。必要に応
じて自己の責任及び経費負担の下、事前に知的財産権の保護対策を行ってください。

▇▇ジェトロの責任に帰すことのできない事由による出展者と商談者のトラブルについては、一切責任を負いか
ねます。

▇▇展示装飾、パートナリング準備等、今後の準備の詳細についてはメール等にて別途ご案内します。
▇▇出展者には、ジェトロの「反社会的勢力への対応に関する規程」第2条で定義する反社会的勢力に該当せず
かつそれらと関係を有しないことを確約いただきます。
http://www.jetro.go.jp/ext_images/disclosure/antisocial/hansyakai-taiokitei.pdf 

該当することが判明した場合、ジェトロは当該出展者の本見本市への参加を取り消し、本件に関しお支払い
いただいた出展費および費用の返金、賠償はいたしません。
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出展申込先・お問い合わせ先

日本貿易振興機構（ジェトロ） 市場開拓・展示事業部 海外市場開拓課 ヘルスケア産業班
担当者：吉安、長谷（ながたに）
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
E-mail： healthcare@jetro.go.jp ※お問い合わせはE-mailにてお願いいたします。

※先般の緊急事態宣言の発令を受け、当面の間、在宅勤務（テレワーク）を実施しております。誠に恐縮ですが、お問い
合わせ窓口につきましては、代表電話を一時休止し、しばらくの間はメールのみの対応とさせていただきます。関係
各位におかれましては、ご不便お掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

mailto:healthcare@jetro.go.jp

