
September 27, 2017 

 
 

 
 
JBA は、海外バイオ団体とMOU を結び相互協力を進めており、海外で開催されるイベントに

関して、JBA 法人会員限定の特典をご提供いただいております。ぜひご活用ください。 
 
 
 

 

 
11～13日 

 
 

BioJapan2017 （Yokohama, Japan） 
主催：BioJapan 組織委員会 
http://www.ics-expo.jp/biojapan/main/index.html 
 
 

マッチングシステム登録料：70,000円 
                      ↓↓↓ 

JBA 法人会員特別価格 50,000 円 
☆ 登録料 20,000円 割引 

25～27日 

 

Ausbiotech2017  (Adelaide, Australia) 
主催: Ausbiotech  http://ausbiotechnc.org/ 

 

 
 

登録料 

Early-bird(～7/14)      $1,950           

Regular  (7/15～)            $2,150 
↓↓↓ 

☆ 登録料 $ 200 割引 
Early-bird(～7/14)           $1,750 
Regular  (7/15～)            $1,950 

24日 

 

Australia Biotech Invest 2017 
(Melbourne, Australia) 

主催: Ausbiotech 

http://www.ausbiotechinvestment.com.au/australia

-biotech-invest/event-details 

登録料 

JBA 法人会員限定  

$690  → $490 の特別割引 

※投資関係者・製薬企業の方は無料 

 
 

 
6～8日 

 

BIO-Europe 2017 （Berlin, Germany） 
主催：EBD Group 
http://www.ebdgroup.com/bioeurope/index.php 

Early registration fee (～8/31)    €2,295  

Regular registration fee (9/1～)   €2,495  
↓↓↓ 

JBA 法人会員特別価格 

Early registration fee (～8/31)   € 1,995 

Regular registration fee (9/1～)  € 2,195 
☆ 登録料 €300 割引 + VAT 税 

 ※3 名登録すると、4 人目の参加登録料は無料！

パートナリングアカウントのグルーピングが条件 

※TLO、大学、研究所向けには参加しやすい登録料

で参加できます。（TLO: € 1,895(VAT 税別)、大

学・研究所：€ 1,095(VAT 税別)） 

 

2017 年 10 月 

2017 年 11 月 
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28～29日 

 

BioFIT2017 （Strasbourg, France） 
主催：Eurasante 
http://www.biofit-event.com/ 

Regular registration fee  
・企業                     
€1,199 
・クラスター／公的機関      
€1,019 
・TTO(技術移転機関)／研究機関    
€779   
・ベンチャー企業 

(設立3年以内、従業員5名以内）     
€479    
・アカデミア                  €399 

↓↓↓ 
JBA 法人会員特別価格 

・企業             
€899.25 
・クラスター／公的機関     
€764.25   
・TTO(技術移転機関)／研究機関 €599.25 
・ベンチャー企業 

(設立 3 年以内、従業員 5 名以内）    
€359.25 
・アカデミア           
€299.25 

☆ 登録料 25% 割引 + VAT税 
28～29日 

 

2017 ワールド・アライアンス・フォー

ラム・in・サンフランシスコ 

主催：アライアンス・フォーラム財団 
 

登録料 

Early-bird(～10/1)      $600           

Regular  (10/2～)            $900 
↓↓↓ 

☆ 登録料  20% 割引 

Early-bird(～10/1)           $480 
Regular (10/2～)       $720 

 
 

 

 

 
8～10日 

 

BIOTECH Showcase 2018（San Francisco, 
US） 
主催：EBD Group 
http://www.ebdgroup.com/bts/registration/index.php 

Early registration fee(~10/13)    $1,795 
Regular registration fee(10/14~)  $1,995 

↓↓↓ 

JBA 法人会員特別価格 
Early registration fee(~10/13)    $1,545 
Regular registration fee(10/14~)  $1,745 

☆ 登録料 $ 250 割引 

 
 
 
 
 

2018 年 1 月 
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28～3/1日 

 
 

Biocom Global Life Science Partnering 
Conference2018（San Diego, US） 
主催：BIOCOM 
http://biocomglobalpartnering.org/ 

JBA法人会員限定 
☆ 登録料割引予定 

（昨年実績登録料 $2,695→$715） 

 
 

 

12～14日 

 

BIO-Europe Spring2018（Amsterdam, 
Netherlands） 
主催：EBD Group 
http://ebdgroup.com/bes/index.php 

JBA法人会員限定 
☆ 登録料 €300 割引予定 

昨年実績 
€2,195 → €1,945 

19～20日 

 

BIO-Asia2018（Tokyo, Japan） 
主催：Biotechnology Innovation Organization(BIO) 
http://www.bio.org/events/conferences/bio-asia-
international-conference 

JBA法人会員限定 
☆ 登録料20%割引予定 

昨年実績 
JBA特別・協賛会員、一般会員 
登録料：100,000円→80,000円 
ベンチャー会員、公共会員 
登録料： 50,000円→33,000円 

 

 

※ JBA 法人会員限定の登録料割引特典ご利用に際しては、Discount Code が必要になります。

Discount Code につきましては事業連携推進部（下記）までお問い合わせください。 

※ VAT 税は各国によって費率が異なっております。詳細は各イベントの HP を御覧ください。 

※ 内容が変わることもありますので最新の情報は下記までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ】 

（一財）バイオインダストリー協会  事業連携推進部（高倉、田中） 
TEL   : 03-5541-2731 
E-mail: inter(at)jba.or.jp ※(at)を＠に変えて下さい。 

参加のご希望、Discount Code等につきましては、メールの件名を 

「JBA会員特典 海外イベント」として下さい。 

 

2018 年 2 月 

2018 年３月 


