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•BIOのパートナリングシステムについて 
•システムを容易にナビゲートする方法 

 

ステップ1:    ログイン 
ステップ2a:  会社のプロフィルにアクセス 
ステップ2b:  会社のプロフィルを作る 
ステップ3a:  社員のプロフィルにアクセス 
ステップ3b:  社員のプロフィルを作る 
ステップ4:    カレンダーの予定を立てる 
ステップ5:    パートナーシップを検索 
ステップ6:    アポイント申込 
ステップ7:    申込に返信 
ステップ8:    アポイント成立する 
ステップ9:    メッセージセンタの管理 
ステップ10:  カレンダーの管理 
 

•お問い合わせ 

アウトライン 



 

BIOのOne-on-One Partnering™システムは対話型のオ
ンライン環境によって、ビジネス・パートナーシップを世
界中に拡大することができます. このシステムを利用すれ
ば、パートナリングできることになります。 
 
• 会社と投資家のプロフィル・創薬・医薬品・サービス
を検索できます。 
 

• 参加会社と協力や資金の潜在的な機会を評価できます。 
 

• 潜在的投資家および上級管理職と直接連絡できます。 
 

• 30分かかる1対1の会談を事前予定できます。 

BIOの1対1パートナリングシステム 
について 



5 会社のダッシュボード 
会社のメッセージ・申込の通覧 

4 メッセージセンター 
アポイント申込・返信 

6 パートナリングのスケジュール 
お知らせ 
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1 プロフィル 
会社と社員のプロフィルを 

編集・発行 

2 カレンダー 
アベイラビリティを 更新・会

社の予定表を通覧 

3 検索 
会う機会を得たい会社を検索 

システムを容易にナビゲートする方法 



ステップ 1: ログイン 
ユーザー名: Email 
パスワード: ##### 

• イベントに登録してから、2～3営業日以内にBIOpartnering@bio.org から確
認の電子メールが返信されます。 

 

• 電子メールはパートナリングのウェブページへのリンクとログイン認証情報が
含まれます。リンクをクリックして、ユーザー名とパスワードを入力できます。 
 

• BIOのイベントは特別なURLがあります。例えば、 2014 BIO Investor 
ForumのURLはhttp://oneononepartnering.bio.org/BIF2014 です。 

お知らせ: イベントに登録し
たのを確認してください。 

登録した参加者しかパートナ
リングシステムを利用 

できません。 

mailto:BIOpartnering@bio.org
http://oneononepartnering.bio.org/BIF2014


ステップ 2a: 会社のプロフィルにアクセス 

 
新規ユーザー:  
新しいプロフィル 
を作るなら、「Company 
Information」を選択 
  
 また 
 
リピートユーザー: 

既存のプロフィルをインポー
ト・更新するなら、「Past 
Company Profiles」を選択 

お知らせ: 初めてログインする社員はCompany Profileを作る責任があります。  
以前にBIOのイベントに参加したことがある会社は既存のプロフィルをインポートする 

オプションがあります。 



 ステップ 2b: 会社のプロフィルを作る 

1. 会社情報を入力・更新 

3. 創薬・医薬品・サービスの情報を 
更新・入力 

2. 「Save」をクリック  
(更新を保存するのを確認してください)  

4. プロフィルの情報を検索できるようになる
ためにページの下に「Publish」を選択 

お知らせ: 会社のプロフィルの情報を入力しないと、 
他のシステムの部位を利用することができません。 

ヒント: プロフィル
のすべての情報を検
索できます。徹底し
たプロフィルは認知
度を高めます。 

ヒント:プロフィル
を発行した後、まだ
編集できます。 



ステップ 3a: 社員のプロフィルにアクセス 
(随意) 

ヒント: ここで主た
る連絡窓口を更新

できます。 

 
1. ツールバーから
「Delegate 
Profiles」 を選択 
 
2. 「Manage 
Accounts」のリスト
から氏名を選択 



ステップ 3b: 社員のプロフィルを作る 
(随意) 

ヒント: 届出の種
類や頻度を選択 
するために、 

コミュニケーショ
ン設定を編集して
ください。 

 
2. コミュニケーション設定を更新 3. 「Save」をクリック 

1. プロフィルに社員情報を入力 



 ステップ 4: カレンダーの予定を立てる 

1. ドロップダウン・
メニューから氏名を
選択 
 
2. タブを使って時日
を選択 
 
3. アポイントできる
時間帯にチェック
ボックスを選択 
 
4.ページの上に
「Save」をクリッ
ク・同じように毎日
の予定を立てましょ
う！ 

} お知らせ: 会談の申込・返信するには、時間帯の一つ
を選択しなくてはいけません。 

ヒント: ますます会談できるように予定
を立てましょう！ 



ステップ 5: パートナーシップを検索する 

• BASIC SEARCH 
キーワード検索 

• ADVANCED SEARCH 
検索オプション 

• COMPANY DIRECTORY 
参加会社のリスト 

•DELEGATE DIRECTORY 
社員の人名簿 

•NEW COMPANIES 
新規登録された会社のリスト 

• BOOKMARKS 
会社・創薬・医薬品・サービスを 

ブックマーク 

ヒント: Basic SearchとAdvanced 
Searchでこの5つのオプションを 

利用できます。。 

ヒント: ここで申
込できます。 



ステップ 6: アポイント申込 

1. ページの上部・検索
結果に「Request 
Meeting」をクリック 
 
2. 会社の名前を 
打ち込む 
 
3. 参加者とアベイラビ
リティを編集 

 
4. 敵を絞ったメッセー
ジと内容を入力 
 
5. 「Request 
Meeting」 をクリッ
ク 
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ヒント: アポイント申込だけではなく、新しいパートナーと初めて接触するための
手段だと考えてください。優れたメッセージは好印象を生み出すことができます。 



ステップ 7: 「Reply Only」を使って、申込
に返信(随意) 
•会話を作る・続くために、
「Reply Only」をク
リック 

 

• 「Reply Only」はま
だ受諾したくない場合に、
返信できる手段です。 

 

• この手段はもっと詳細
な情報がを必要とするか、
または会談の事後処理す
るためにきっと役に立ち
ます。 

ヒント: アポインが予定
されていなくても、 
「Reply Only」をク
リックしたら、イベン
ト前後やイベント中に
会社と会話できます。 



ステップ 8: アポイント成立 

受諾: 
 

1. 「Edit Participants」
をクリックして、参加者  
を選択 
2. 説明を含む(随意l) 
3. 「Accept」をクリック 
 
辞退: 
 

1. 説明を含む(随意) 
2. 「Decline」をクリック 

お知らせ: 

申込を受諾するた
めに、 

少なくとも 
一人の参加者が 
必要です。 



ステップ 9: メッセージセンターの管理 

• REQUESTED 
送ったが、 

まだ受諾しません*  

• AGREED 
(To Be Scheduled) 

相互時間帯があって、 
受諾しました。 

•DECLINED 
アポイント申込を辞退 

しました。 

• SCHEDULED 

カレンダーにアポイントが予
定されています。 

• CANCELED 

アポイントがキャン
セルになりました。 

ヒント: アポイントとメッセージを
検索できます！ 

*おしらせ: まだ受諾したくなくてメッセージを送りたい場
合には、「Reply Only」をクリックしてください。 予定さ
れる前に、「Agreed (To Be Scheduled)」のステータス

が必要です。 

• AGREED 
(Currently No Mutual Availability) 

受諾したが、 
相互時間帯がありません。 

お知らせ:  
9月にBIO Staffは 
「Agreed (To Be 

Scheduled)」 のス
テータスがある会談
を予定します。 



ステップ 10: カレンダーの管理 

 

•アポイントを
通覧 

 

•パートナリン
グ以外の約束
についてのメ
モを入力 

 

•アベイラビリ
ティーを更新 

ヒント: 会社と社員のスケジュー
ルを通覧・印刷 

お知らせ: すべての「Agreed (To Be 
Scheduled)」 のアポイントは９月に

カレンダーに通覧できます。 



BIOの パートナリングチーム 
お問い合わせ 

 

Email: BIOpartnering@bio.org  

Tel: +1.202.962.6666 (米国外) 

     +866.356.5155 (米国内) 

顧客サービスセンター: 月～金、 9時～17時EDT 

 

ブログ: The One-on-One Compass 

ツイッター: bio1x1 

LinkedIn: myBIOcommunity 
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