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令和 3 年 6 月 24 日 

 

１．募集の概要 

2021 年秋にオンライン上で開催されるバイオ分野（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 Digital Tour 2021」への札幌市内企業の参加を

支援し、海外の製薬メーカーや関連企業とのライセンス契約、アライアンス締結を

促進することにより、札幌市の医療関連産業の活性化を図ります。 

 

【BIO Digital Tour 2021】 

概  要：バイオ分野（ライフサイエンス関連）における以下、ビジネスマッチ

ングイベントのオンライン開催版。 

① 「BioPharm America」 

日  時：令和 3 年（2021 年）9 月 20 日（月）～9 月 23 日（木）現地時間 

前回実績：来場者数 33 カ国 624 社 833 名、ミーティング数 1,000 件以上 

https://informaconnect.com/biopharm-america/ 

② 「Bio-Europe」 

日  時：令和 3 年（2021 年）10 月 25 日（月）～10 月 28 日（木）現地時間 

前回実績：来場者数 60 カ国 1,784 社 3,201 名、ミーティング数 15,000 件以上 

https://informaconnect.com/bioeurope/ 

 

※〔新規〕「TAP Diabetes」参加任意 

日 時：令和 3 年（2021 年）9 月開催予定  

https://informaconnect.com/therapeutic-area-partnerships-diabetes/ 

   

 ２．支援内容について 

アカウント基本料（１アカウント）：162,000 円（税込み）共通イベントパス 

1 社 1 アカウントのお申し込みとなります。 

（日本貿易振興機構（ジェトロ）が出展支援する BIO Digital Tour 2020 への 

必要経費）※ジェトロを通じてお申し込みいただきます。 

イベントセット全てに参加登録することが条件となります。 

※「TAP Diabetes」の参加は任意です。 

※ジェトロが実施する出展支援の参加事業者が条件となります。 

※ジェトロの出展支援の参加資格を有するにはジェトロによる審査がありま

す。 
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●ジェトロが実施する「BIO Digital Tour 2020」公募内容 

https://www.jetro.go.jp/events/far/dcdaa9439fa86723.html 

＜ジェトロの支援に含まれるサービス例＞ 

●BIO Virtual Passport×1 枠 

・BioPharm America、Bio-Europe、TAP Diabetes 3 イベント全ての参加登録権利 

  同 3 イベントにおける参加企業への商談リクエストの送受信が可能。 

マッチングす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。（TAP Diabetes へのご参加は任意） 

  ・各展示会で主催者が企画する WEB セミナー（パネルディスカッション、基調講演等） 

の視聴 

   過去のイベントも視聴可能。 

   企業プレゼンテーション動画の投稿は本パスポートには含まれておりません。 

⇒ 詳細は下記 URL より主催者 WEB サイトをご確認下さい。 

https://informaconnect.com/global-partnering/ 

●JETRO による支援サービス（予定） 

・JETRO 主催の WEB セミナー 

・JETRO アクセラレーションハブ等を活用したメンタリング・商談サポート 

・主催者との連絡、調整 

 

＜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。 

・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社カタログの作成はしておりません。 

・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。 

※詳細は、ジェトロの「出展案内書」をご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIODT2021_shuttenannai. 

pdf 

 

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。※ジェトロの出展支援には、参加資格・要件審査があります。 

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIODT2021_shuttenannai
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詳細はジェトロ「出展案内書」をご確認ください。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIODT2021_shuttenannai.

pdf 

〈参加資格・要件〉 

【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小企業であ

ること。 

・海外展開計画を有しており、海外展開を目的とした商談が主な参加理由であるこ

と。 

・2 イベント全てに参加可能なこと。※TAP Diabetes への参加は任意です。 

・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。 

・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資料

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、〈申込 STEP2〉内の「成約目標」、「顧客ターゲット」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、〈申込 STEP2〉「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。 

 

 (2) 札幌市支援対象企業数 

     ３社程度（予算の範囲内） 

(3) 申込締切  

令和 3 年 7 月 7 日（水）17 時 

※期間内にジェトロへのウェブ申込みをお済ませください。なお、ジェトロ側

で募集者数を超える申込があった場合は、申込期限前でも募集が締め切ら

れることがありますので、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「出展案内書」に記載の参加申込手続 

を行ったのち、４．申込先（ノーステック財団）宛てまで、以下書類を添付の 

上、ご郵送ください。 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIODT2021_shuttenannai.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Events/far/BIODT2021_shuttenannai.pdf
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【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〉登録内容をＰＤＦでお送りください 

 

    【ジェトロ ウェブサイト】 

https://www.jetro.go.jp/events/far/dcdaa9439fa86723.html 

    当財団にご提出いただいた書類は、当財団の支援対象とする企業の選考に 

あたり外部有識者に開示いたします。予めご了承ください。 

 

(5) 選考方法 

ジェトロの出展支援にあたっては、ジェトロが審査・選考を行い参加企業とし 

て決定となることが条件となりますので、お申込みいただいても参加できない 

場合があることを予めご了承ください。 

また、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 

支援に関する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 

   支援対象となった場合、文書にて通知いたします。（令和 3 年 7 月中旬予定） 

当財団から交付決定を受けた後、出展料金は参加企業より直接ジェトロにお 

支払いください。後日挙証書類を確認の上、当財団から出展者に精算払いしま 

す。精算時に必要な書類は交付決定時にお知らせします。 

   ※挙証書類（ジェトロ決定通知、請求書、支払いが確認できる書類等） 

 

 (7) 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、成果把握のため数回のアンケート等に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 

E-mail：kenkyu@noastec.jp 

Tel：011-708-6392 Fax：011-747-1911 
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５．参考資料 

・出展案内書（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。 

【BIO Digital Tour 2021 ジェトロウェブサイト】 

https://www.jetro.go.jp/events/far/dcdaa9439fa86723.html 

・BioPharm America 海外ウェブサイト】 

https://informaconnect.com/biopharm-america/ 

・BIO-Europe 海外ウェブサイト】 

https://informaconnect.com/bioeurope/ 

・TAP Diabetes 海外ウェブサイト 

https://informaconnect.com/therapeutic-area-partnerships-diabetes/ 

https://informaconnect.com/bioeurope/

