
BGIF 2019 Fall 
BornGlobal Innovators Forum on HealthTech/Digital Health 
Tuesday,	September	24th,	2019	in	Tokyo	at	Life	Science	Innovation	Network	of	Japan	

世界のスタートアップ企業と事業コラボレーション機会創出の為のイベント 
	
本イベントはCVCとスタートアップ企業の新しい出会いの場「デジタル時代の展示会」です。 
The BornGlobal Innovators Forumは、リアルな会場とビデオ会議を介したバーチャルな出会いを通して参加
者間のグローバルな事業コラボレーション機会の創造を助けます。 
 
かつてシリコンバレーが世界のイノベーションをリードしていた時代から、今やスタートアップ・ホットス
ポットは世界中に飛び火し、様々なスタートアップ企業が様々な国々で生まれつつあります。もちろん日本の
スタートアップ市場も例外ではありません。（次ページ参照） 
 
このような状況下、大企業におけるオープンイノベーション活動もグローバル市場を見据えた活動に変わらざ
るを得ない状況になりつつあります。そこで日本から世界を見る大企業の新規事業開発担当部門（CVC）の
ため、世界各国のVCエコシステムに深く根付く投資家や専門家の力を借り、それぞれの地域から有望なス
タートアップ企業を発掘し、 The BornGlobal Innovators Forumにてバーチャルとリアルに出会いの場を作り、
企業間の事業コラボレーション機会創造をサポートします。9月のイベントでは、ヘルステックとデジタルヘ
ルス分野に関連したおよそ30社のCVCと60社のスタートアップのマッチング機会を予定しています。 
 
 
VIPパスを取得すると専用アプリボーングローバル・ネットワークを活用して以下の得点を会期から６週
に渡ってアクセスすることが可能です。世界のスタートアップ企業と事業コラボレーション機会創造にご活用
ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誰が参加するか？ 
 
1)  投資家が支援しているスタートアップ　（約60社） 
2)  大企業の新規事業開発担当部門（CVC）（約30社） 
加えて以下の方々の参加も予定 
1)  ベンチャー投資に携わる投資ファンド（VC、エンジェル、アクセラレーター） 
2)  金融機関にてファンド投資に従事する方々 
3)  国内のスタートアップ企業など（デモテーブルに参加） 

 
それでは皆様とお会いできる事を楽しみにしています。 
 

         敬具 
       BornGlobal Innovators Forum 
  BornGlobal Innovators Network 
  主催　森本晴久 

2019年9月24日（火）開催　　　　於　ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）　　

主催	
ホスト	

スポンサー	
共催	

後援	
ウェビナー会場開催者 

VIPパスを取得するとBornGlobalアプリを10月31日まで継続使用が可能！	
「BornGlobal」アプリの利用特典	

アプリからプログラム閲覧、VIP・スタンダード参加者のプロフィール情報アクセス 
アプリからスタートアップピッチビデオの視聴 
アプリからスタートアップ企業のスライド情報閲覧 
 アプリ上からスタートアップ・VIP参加者向けにメッセンジャー機能活用 
  VIPセミナーと懇親会にご招待 
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海外の参加者時間帯 東京日本橋会場（LINK-J) 
SF 
PST Tel Aviv CET LDN 

GMT Tokyo 2019年9⽉24⽇（⽕）
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BornGlobal Innovators Forum on HealthTech/Digital Health	
•  ～60社のスタートアッププレゼンテーションの紹介(US/Canada, Japan, Israel, Europe 各 15社予定)  
•  ～15社のスタートアップによる各3分のライブプレゼンテーションとパネラーからのQ＆A 
•  ～18名のスピーカー (CVC, VC, Accelerators, 協会、コンサルタントなど) 
•  ～150名のイベント参加者 
•  ～CVC30社の参加を予定 
•  ローカルのスタートアップ企業はデモテーブルに参加 
•  第５セッションを除き全てのセッションは英語を予定 

(18:20-20:00) 
懇親会 

(12:10-13:00)  Networking Lunch 

(10:35-10:40 ) Intermission  

(09:35-10:35) S２：北米のボーングローバル・イノ
ベーターズの現状：投資家から見たコラボレーショ

ン戦略のあり方・構築法 

(13:05-14:05) S５：日本のボーングローバル・イノ
ベーターズの現状：投資家から見たコラボレーショ

ン戦略のあり方・構築法　(日本語) 

(14:15-15:15) S６：日本・他のスタートアップ4社に
よるライブ・プレゼンとQ＆A 

(17:00-18:00) S8：イスラエル他のスタートアップ4社
によるライブ・プレゼンとQ＆A 

 (14:05-14:15) Intermission 

(16:45-17:00) Intermission  

 (15:15-15:45) Networking   

(15:45-16:45) S７：イスラエル、トルコ、ドイツの
ボーングローバル・イノベーターズの現状：投資家
から見たコラボレーション戦略のあり方・構築法 

(08:30-08:35)開会のご挨拶　主催　森本晴久 
(08:35-09:25) S１：基調インタビュー：公的機関との

コラボレーション 
(9:25-9:35) Intermission  

(10:40-10:45 ) Intermission  

(10:40-11:40) S３：北米のスタートアップ4社による
ライブ・プレゼンとQ＆A 

(11:45-12:10) S４：基調インタビュー (日本語) 

9:00-16:00 
 
 

デモテーブル 
 
+ 
 
 
 

9:00-16:00 
 

ピッチビデオ 
投影 
 
 
 
 
 

(16:00-18:00) VIPセミナー 
(16:00)主催からのご案内 
アストリア　森本晴久 
 
(16:45) 基調講演： 
SRI Int’l 社長　 
Manish Kothari 
 
(17:25) 名刺交換会 

18:00 クロージングノート　黒川 清 



参加者特典 
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特典	 協賛・後援	
Speakers/	
Presenters	 VIP	Pass	 Networking	

Pass	

会場参加パスの発行枚数 6枚のVIPパス 1	VIPパス	 1枚	 1	無料	

 スピーカーとしてご登壇 ✓ 
 ブランディング機会の提供(会場・Mobile App) ✓ 
機関内にてウェビナーのサテライト会場開催 プラチナ・後援 
CVC向けにスタンダードパス（無料招待）発行 20社40 枚 
ゲスト向けVIP・Networking Passの割引適応 最大20％ 

ネットワキングパス、VIPパス共にBornGlobalアプリを9月17日から10月31日まで継続使用が可能！	

アプリからアクセス可能なコンテンツ 協賛・後援	
Speakers/	
Presenters	 VIP	Pass	 Networking	

Pass	
専用アプリ 「BornGlobal」の利用	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

プレミアムコンテンツ 
スタートアップライブプレゼンの視聴（含録画情報） ✓	 ✓	 ✓	 限定機能のみ	

スタートアップピッチビデオの視聴 ✓	 ✓	 ✓	 限定機能のみ	

スタートアップ企業のスライド情報閲覧 ✓	 ✓	 ✓	 限定機能のみ	

スタートアップ・講演者・VIP参加者・協賛企業向け
にチャットを使って連絡 

✓	 ✓	 ✓	 不可	

  VIPセミナーと懇親会にご招待 ✓	 ✓	 ✓	 ウェビナーのみ	

ノン・プレミアムコンテンツ 
アジェンダ閲覧、スピーカー、プレゼンター、VIP・
スタンダード参加者のプロフィール情報、アンケート
へのアクセス（一部のコンテンツは限定的な内容とな
ります） 

✓	 ✓	 ✓	 ✓	

開催日にウェビナーを活用して全イベントを視聴 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	

開催期間中に全パネルセッションの録画コンテンツの
視聴が可能。但しスタートアッププレゼンテーション
は対象外 

✓	 ✓	 ✓	 ✓	

スタートアップのエレベーターピッチ視聴 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	
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VIP パス、ネットワーキング・パス 
下記のネットワーキング・パスは、会場参加および 

ライブ・ウェビナーの視聴が可能です。専用アプリも限定利用が可能です。 
パス種別 ネットワーキング・パス 参加費用 

タイプ１ ベンチャー企業創業者、学生（学生証のコピー提示ください） ¥17,600 9/17まで 
¥22,000 9/18以降 

タイプ２ 一般企業（CVCなど）、 士業の方々 ¥26,400 9/17まで 
¥33,000 9/18以降 

タイプ３ VC、エンジェル投資家、アクセラレーター、サービスプロバイダー ¥39,600 9/17まで 
¥49,500 9/18以降 

タイプ４ ベンチャー企業などを対象にデモテーブルのアクセス ¥39,600 9/17まで 
¥49,500 9/18以降 

タイプ5 イベントのオンライン（Webinar、スマホアプリ）のアクセスのみ ¥17,600 9/17まで 
¥22,000 9/18以降 

Pass Type VIP パス Cost /Pass 

スピーカー 
スポンサー 個人利用 (シングルパス) 無料招待 

VIPパス 個人利用 (シングルパス) ¥110,000 9/17まで 
¥140,000 9/18以降 

VIPパス 法人利用（４人分のパス） ¥330,000 9/17まで 
¥420,000 9/18以降 

VIPパスの特典 (サービス提供期間 9/17 ‒ 10/31) 
VIPパスを取得すると専用アプリからフルサービスのアクセス提供を受けられます。スタートアッ
プ・大企業・投資家間のConnect/Co-create機能を希望するお客様は是非検討ください。 
•  招待制のVIPセミナー・名刺交換会へのご招待（午後4:00から午後6:00迄） 
•  アプリからビデオピッチ、ピッチ資料PDF版へのアクセス 
•  アプリのメッセンジャー機能を使ってスタートアップとVIPパス保持者間の連絡 
•  アプリから録画版　15社のライブ・プレゼンテーションの視聴　など 

スポンサーシップ 
オプション 特典 費用について 

プラチナ
スポンサー

VIP Pass 6枚

•  主催アストリアの共催として参画 
•  スピーカーとしてご登壇 
•  イベント会場・ウェビナー会場を提供 
•  プレミアムブランディング機会の提供(会場・Mobile App) 
•  CVC向けにスタンダードパス（無料招待）20社最大40枚発行 
•  ゲストにはVIP PassとNetworking Passに20%の割引適応 

¥1,100,000  9/17迄 
¥1,320,000 9/18以降 

ゴールド
スポンサー

VIP Pass 3枚

•  スピーカーとしてご登壇 
•  ブランディング機会の提供(会場・Mobile App) 
•  ゲストにはVIP PassとNetworking Passに20%の割引適応 

¥550,000  9/17迄 
¥660,000 9/18以降 

シルバー
スポンサ

VIP Pass 1枚

•  スピーカーとしてご登壇 
•  ブランディング機会の提供(会場・Mobile App) 
•  ゲストにはVIP PassとNetworking Passに20%の割引適応 

¥275,000  9/17迄 
¥330,000 9/18以降 

後援参加
VIP Pass 1枚

•  対象：インキュベーターなどスタートアップ紹介先企業開発の協力者、大学院・研究機関など 
•  スタートアップ企業からライブピッチを選抜と講評者としての参加を依頼（バーチャル参加） 
•  VIP Passを一人分発行。専用アプリを活用して様々な情報アクセスが可能 
•  大学キャンパスにてウェビナーのサテライト会場開設可能 
•  スマホアプリからウェビナー視聴の場合はタイプ５パス無料登録をお願いします（30名迄） 
•  ブランディング機会の提供(会場・モバイルアプリ上) 
•  追加で有料パス（VIPまたはNetwork Pass）取得希望の場合は20%の割引適応 

上記掲載の費用は事前のご案内なく変更される場合がございます。 


