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令和 4 年(2022 年)8 月 15 日 

 

１．募集の概要 

ノーステック財団・札幌市は、2022 年 10 月にドイツ・ライプチヒにて開催され

る、欧州最大級のバイオ分野（ライフサイエンス関連）のビジネスマッチングイベ

ント「BIO-Europe2022」（リアルとオンラインのハイブリッド開催）で、日本貿易

振興機構（以下ジェトロ）が実施する参加支援プログラム及び主催者(EBD Group)

が提供するプレゼンテーションについて、札幌市内企業の参加を支援し、欧州をは

じめとする海外のバイオ関連企業等への販路開拓、ライセンスビジネス展開等を促

進することで、札幌市の健康医療関連産業の活性化を図ります。 

 

【BIO-Europe2022】 

概  要：バイオ分野（創薬、創薬支援、再生医療等）における欧州最大級のビ

ジネスマッチングイベント。「パートナリングシステム」と呼ばれる主

催者が運営するウェブによる事前商談マッチングシステムにより、

BIO-Europe に参加・来場予定者の中から商談候補先の発掘及び商談申

込ができ、会場内で効率的な商談がセットされます。（オンライン開催

の場合は、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。） 

      

日  時：【リアル開催】 

2022 年 10 月 24 日（月）～10 月 26 日（水） 

【オンライン開催】 

2022 年 11 月 2 日（水）～11 月 4 日（金） 

開 催 地：ドイツ・ライプチヒ 

会  場：CCL & Leipziger Messe 

対象出展物：バイオ分野の製品・サービス・技術 

主 催 者：EBD Group 

  前回実績：（リアル開催） 

2019 年 11 月 11 日～11 月 13 日 ドイツ・ハンブルグ 

       参加者数 2,300 企業・団体、来場者数 4,442 人 

       パートナリングシステムによる商談件数 27,375 件 

（オンライン開催） 

2021 年 10 月 25 日～28 日 

出展者数 1,686 企業・団体、来場者数 2,941 人 

パートナリングシステムによる商談件数 15,000 件以上 
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  詳  細：主催者(EBD Group)ウェブサイト  

https://informaconnect.com/bioeurope/ 

 

２．支援内容について  

(1)ジェトロが実施する参加支援プログラムへの参加費 

①All-Access Pass(不課税) １９１,０００円（リアル・オンライン） 

②Digital Pass(課税 10％) １４２,０００円（オンラインのみ） 

  ③Young Companies Registration(不課税) ４５,０００円（リアル・オンライン） 

  ④Pre-revenue BioPharma 等(不課税) １９１,０００円（リアル・オンライン） 

 

＜ジェトロの参加支援に含まれるサービス＞ 

●パートナリングアカウント 

①All-Access Pass：リアル・オンライン両方に参加可能なパートナリングアカウン 

ト×１枠、見本市会場・パートナリングブースへの入場券込 

※見本市会場内で商談を行う場合、１名にあたり１枚のパートナリングアカウ 

ントが必要。 

②Digital Pass:オンライン開催に参加可能なパートナリングアカウント×１枠。 

③Young Companies Registration：リアル・オンライン両方に参加可能、設立後 

3 年以内、従業員 10 名以内、収益発生前の全ての条件を満たす企業を対象。1 社 

あたり All-Access Pass2 枚、Digital Pass3 枚のパートナリングアカウントを提 

供。 

④Pre-revenue BioPharma 等：リアル・オンライン両方に参加可能。Young Companies 

 Registration に該当しない収益発生前の企業等を対象。1 社あたり All-Access  

Pass2 枚、Digital Pass3 枚のパートナリングアカウントを提供。 

●見本市会場内のジェトロ広報ブースにおける PR 素材の設置 

※予定・変更の可能性有り 

 

＜各社でご負担・ご手配いただくもの＞ 

●参加者の渡航、滞在費など 

●『ジェトロの参加支援に含まれるサービス』に記載されている項目以外の 

経費 

※詳細は、以下ジェトロの「参加案内書」をご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guid

e.pdf 

 

 

 

https://informaconnect.com/bioeurope/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guide.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guide.pdf
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(2)プレゼンテーション参加費（ジェトロの支援プログラム対象外） 

・バイオテクノロジープレゼンテーション料金 １,１００ユーロ 

・登録料（プレゼンテーション料に加え）２,４９５ユーロ 等 

※プレゼンテーションは主催者の選考により企業を決定しますので、まずは主

催者に直接お申込ください。早期割引適用期間内でのお申込をお願いします。 

※プレゼンテーション参加費は、決済時のレートにより日本円で交付します。 

※プレゼンテーション参加につきましては、個別にお問い合わせください。 

※詳細は、以下主催者のウェブサイトをご確認ください。 

https://informaconnect.com/bioeurope/biotech-presentation/ 

  

３．参加企業の募集 

(1) 募集対象  

○札幌市内に本社を有し、バイオ分野(創薬、創薬支援、再生医療等)の製品・ 

サービス・技術等に関して海外での販路開拓、ライセンスビジネス展開等を

希望する中小企業 

○ジェトロが行う審査・選考で採択された企業。 

※ジェトロの参加支援には、参加資格・要件審査があります。 

詳細は、以下ジェトロ「参加案内書」をご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guid

e.pdf 

〈参加資格・要件〉 

【必須要件】 

・本見本市の参加分野に合致する製品・技術・サービスを有する日本企業である。 

・海外展開計画を有し、海外展開を目的とした商談が主な参加理由である。 

・見本市会期中の全日程を通じ出展が可能なこと。かつ、自社の担当者 1 名以上が

商談に対応可能である。 

・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。 

※従来必須要件とされていた日本国内知財の有無は今回必須要件とはなりません。 

 (2) 札幌市支援対象企業数 

     ４社程度（予算の範囲内） 

 

(3) 申込締切  

令和４年(2022 年)９月９日（金）１７時 

※ジェトロの申込締切（８月２４日（水）１７時）までにジェトロへの申込み

https://informaconnect.com/bioeurope/biotech-presentation/
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guide.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIO-Europe2022/event_guide.pdf


「BIO-Europe2022」参加企業 募集要領 

－4－ 

をお済ませください。なお、ジェトロでは募集数を超える申込があった場

合は、期日前でも募集を締め切る場合がありますのでご留意ください。 

  

(4) 申込方法 

参加を希望される企業様は、ジェトロの「参加案内書」に記載の参加申込 

手続を行った上で、ジェトロの採択が決定したのち、４．申込先（ノーステッ

ク財団）まで、以下書類を添付の上、メールにてお送りください。 

 

【ジェトロ ウェブサイト】参加案内書は以下よりご確認いただけます。 

http://www.jetro.go.jp/events/far/3972f35071a524f0.html 

 

【ノーステック財団への提出物】 

・様式 1 参加支援補助金申込書 

・ジェトロへ提出した「出展申込書・承諾書」（写し） 

・ジェトロへの申込み〈申込 STEP2〉企業情報登録内容の PDF 

 

(プレゼンテーションに申込した場合) 

・主催者(EBD Group)への申込書 

・主催者(EBD Group)からの決定通知 

 

(5) 選考方法 

選考方法にあたっては、ジェトロの審査・選考で採択された企業が支援対象と

なります。不採択企業については支援対象外となりますことを予めご了承くださ

い。ご提出いただいた申請内容に基づき、バイオ関連分野及び海外販路開拓支援

に知見を有する方から意見を聴取の上、総合的に判断して当財団の支援対象とす

る企業を決定します。 

(6) 通知 

   支援対象に決定した場合、メールにて通知いたします。 

（令和４年９月中旬頃を予定） 

(7) 精算 

○ジェトロ参加支援プログラムの参加料は、ジェトロに直接お支払いください。 

○プレゼンテーション参加料は、主催者 EBD Group に直接お支払いください。 

※後日ご提出いただく挙証書類を確認の上、当財団から参加企業に精算払い

します。精算時に必要な書類は交付決定時にお知らせします。 

○予算の範囲内での支援となりますため、支援対象企業が多数の場合は 1 社あ

http://www.jetro.go.jp/events/far/3972f35071a524f0.html
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たりの参加支援料及びプレゼンテーション参加料は減額となる可能性があり

ますので予めご了承ください。 

 

 (8) その他注意事項 

  ・支援決定後の辞退・キャンセルは認めません。 

  ・イベント終了後、成果把握のためアンケート等のご協力をお願いします。 

 

４．お問合せ先・申込先 

  （公財）北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団） 

研究開発支援部（担当：小原・神田） 

〒001-0021 札幌市北区北２１条西１２丁目コラボほっかいどう 

Tel：011-708-6392 E-mail：kenkyu@noastec.jp 

５．参考資料 

・参加案内書（ジェトロ） 

・海外見本市出品要綱（ジェトロ） 

    

※詳細は公式サイトをご参照ください。 

【ジェトロ ウェブサイト】 

http://www.jetro.go.jp/events/far/3972f35071a524f0.html 

【主催者（EBD Group）ウェブサイト】 

https://informaconnect.com/bioeurope/ 

 

http://www.jetro.go.jp/events/far/3972f35071a524f0.html
https://informaconnect.com/bioeurope/

