
 

 

 

 

日本とフランスにおけるビジネス交流を目的とした 

国際的な拠点間連携（覚書の締結）について 

 

このたび、公益財団法人川崎市産業振興団（以下、「当財団」という。）と Medicen 

Paris Region（メディセン・パリ／フランス）は、日本とフランスにおけるビジネ

ス交流の促進を目的とした国際的な拠点間連携を行うため、次のとおり覚書を締結

いたします。また、これを記念してオンラインイベントを開催いたしますので、併

せてお知らせします。 

 
＜覚書の概要＞ 

１ 覚書締結の目的 

当財団は、令和２年４月に「殿町キングスカイフロントクラスター事業部」を

設置し、川崎区殿町地区のキングスカイフロントを中心に、ライフサイエンス分

野のクラスター運営（研究機関や企業、大学の連携・共創の促進による産業振興）

を行っております。一方、Medicen Paris Region は、フランスのパリを本拠地と

した官民の研究機関や企業が集合した団体（クラスター）で、革新的な保健技術

を用いた治療法をテーマに相互連携を行っています。（※概要は資料２参照） 

 こうした両団体の特徴を踏まえ、ライフサイエンス分野に関して日本とフラン

スにおけるビジネス交流を活発化し、オープンイノベーションの促進を図るため、

両団体がそれぞれ持つ資源やネットワークを活用し、連携した取組を進めていく

ことを目的に本覚書を締結するものです。 

 
２ 覚書締結に至る経緯 

 ・令和元(2019)年 10 月、パシフィコ横浜において「BioJapan2019」が開催され、

Medicen Paris Region のメンバーが来日しました。これに合わせて川崎市で

は、Medicen Paris Region のメンバーをはじめとした欧州のクラスターと日

本企業のビジネス交流を行う「マッチングイベント」を開催しました。 

・このイベントを契機に、当財団と Medicen Paris Region との継続的な交流の

機運も高まりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響があって、具体的

な交流の協議は中断となりました。また、令和２年 10 月にも前年と同様に

「BioJapan2020」が開催されましたが、新型コロナウイルスの影響から同メン

バーは来日することができませんでした。 

・一方、こうした状況にありましたが、当財団及び Medicen Paris Region とも

「何らかの形で交流を行いたい」という気持ちは共通しており、「直接の往来

が困難ならばオンラインでの交流を」と協議を進め、今般オンラインを活用し

た交流を進めることで双方の考えが一致し、本覚書の締結に至ったものです。 

 
３ 締結日及び有効期間 

 令和３年（2021 年）２月５日から２年間 

令和３年２月４日 

公益財団法人川崎市産業振興財団 



 

４ 締結者 

  公益財団法人川崎市産業振興財団 理事長 三浦 淳 

  Medicen Paris Region ＣＥＯ Jessica Leygues 

 

５ 連携・協力事項 

(1) ライフサイエンス関連の企業や学術研究機関等の紹介、ビジネス交流を目的 

 としたイベントの共同開催 

(2) 相互に有する協力機関の連携機会の創出、商談の場の設定 

(3) 相互訪問 

 

６ 今後の取り組み 

  当財団と Medicen Paris Region との共同によるライフサイエンス関連企業

や学術研究機関等の相互紹介をはじめ、交流を行うイベント、商談やビジネス

マッチングなどの実施を検討してまいります。当面はオンラインとなる見込み

ですが、新型コロナウイルス感染症の状況をみながら、企業、団体等の相互訪

問も検討してまいります。 

 

７ 覚書締結記念イベントの開催 

   本覚書の締結を記念して、当財団と Medicen Paris Region の共同主催によ

るオンラインイベントを開催いたします。（※概要は資料２参照） 

(1) イベントの目的 

日仏の企業がオーディエンスに対して自社の技術紹介を行い、ビジネス商          

談につなげます。（※一般参加は、ご遠慮いただいております。） 

 

(2) 開催日時 令和３年２月５日 午後４時 00 分～７時 30 分 

           （フランス時間：８時 00 分～11 時 30 分） 

(3) イベントの内容 

・主催者スピーチ 

  ・日仏の主なコメンテーターによる自社紹介 

  ・日仏の企業によるピッチセッション 
（注：ピッチセッション＝自社の商品や特徴を紹介するプレゼンテーション） 

  

（参考）川崎市と国内外クラスターとの連携の状況 

川崎市では、力強い産業都市づくりに向けて、臨海部に位置するキングスカ    

イフロントを中心にライフサイエンスに関わる様々な取組を推進しています。

その一環として、国内外のライフサイエンスクラスターとの連携・交流を進め

ており、次の団体とライフサイエンス領域を中心とした経済交流や相互連携に

関する覚書を締結しています。 

 
・平成 29（2017）年：BioM（ドイツ・ミュンヘンを拠点としたバイオクラスター 

のマネジメント組織） 

・平成 30（2018）年：LINK-J（日本橋を拠点にオープンイノベーションの促進や 

 新産業の創出を支援する一般社団法人：資料２参照） 

 



 

＜添付資料＞ 

１ 資料１―１ 

ビジネス交流を目的とした川崎市産業振興財団と MEDICEN PARIS REGION 

との間の覚書 

（原題）Memorandum of Understanding between Kawasaki Institute of Industrial 

Promotion, Kawasaki, Japan,and MEDICEN PARIS REGION, Paris, France, 

on the Promotion of Business Exchanges 

 ２ 資料１－２ 

ビジネス交流を目的とした川崎市産業振興財団と MEDICEN PARIS REGION 

との間の覚書 日英対照表 

３ 資料２ 

川崎市産業振興財団・Medicen Paris Region・LINK-J によるオンラインピ

ッチイベントの開催について 

  (1) オンラインイベントの概要 

  (2) 殿町キングスカイフロントクラスター事業部について（参考１） 

 (3)  Medicen Paris Region について（参考２） 

 (4) LINK-J について（参考３） 

 

 

 

【問合せ先】 

公益財団法人川崎市産業振興財団殿町キングスカイフロントクラスター事業部 

鈴木・山田・香川   電話：044-589-4780 ／ Mail：cms-ksfcl@kawasaki-net.ne.jp 



  
 
 

Memorandum of Understanding 
between Kawasaki Institute of Industrial Promotion, Kawasaki, Japan, 
and MEDICEN PARIS REGION, Paris, France, on the Promotion of 

Business Exchanges 
 
In order to promote business exchanges for the achievement of Health and Welfare, Kawasaki Institute of 
Industrial Promotion (KIIP) and MEDICEN PARIS REGION (MPR), hereby agree upon facilitating industry-
industry and industry-academia partnerships under this Memorandum of Understanding (MoU). 
 
1. Partnership 
KIIP 
Kawasaki is one of the most dynamic major cities in Japan. Located in the center of Keihin Industrial Zone, it 
plays an important role in the growth of the Japanese economy. Kawasaki City is making a significant effort to 
form a hub for innovative movement in order to keep up with the continuously changing structure of the global 
economy and its industries, especially within the life science field.  As a result, Kawasaki City established “King 
Skyfront”, an open-innovation site, home to the world-class research and development facilities in the region. 
“King Skyfront” aims to contribute to tackling global issues in a variety of fields, including life, environmental, 
and welfare sciences, as well as creating global business opportunities. 
In April 2020, Kawasaki Institute of Industrial Promotion established TONOMACHI LifeScience Cluster Divion 
to make this “King Skyfront” a place where more talented people can gather and create new businesses over 
collaborating and cooperating with Kawasaki City. Through R & D, commercialization support and human 
resource development, various business players from industry-academia-government and financial institutions 
aim to create a notable area that produces cutting-edge technologies and businesses by cooperating and co-
creating with each other. 
 
MPR 
Medicen Paris Region is a network of excellence in healthtech and healthcare innovation and one of the largest 
life sciences cluster in Europe, bringing together private and public players to develop the therapeutic solutions 
of tomorrow. 
Medicen Paris Region (MPR) federates and represents around 400 startups and SMEs in biotech, medtech and 
digital health, 40 large and mid-size companies and 34 academics and clinical research, gathering the largest 
European hospital network (AP-HP). MPR has built a strong international network, helping its startups to scale 
out and enter international markets. MPR encourages the emergence of innovative projects and supports 
companies in identifying the right funding sources (public or private). Since the creation of the cluster in 2005 - 
thanks to public/private partnerships built by MPR - 80 innovative products have been launched in biotech, 
medtech and digital health sectors. MPR has certified 383 projects representing a total investment close to €2.1 
billion ($2.3bn) and €864 million ($950 million) of public aid. 

 

資料１－１ 



2. Intent 
The above Parties agree that this MoU sets out the common understanding between the Parties as a voluntary 
statement of intent, and presumes the mutual commitment of the Parties at the time of signature and for the 
duration of this MoU. It is not intended to create legal relations or legally enforceable obligations between the 
Parties. 

 
3. Term 
This MoU will become effective upon signing by the Parties and will remain in effect for a period of two (2) 
years from the date of signature. 

 
4. Purpose of the agreement 

 The MoU plans for collaboration between the Parties in order to 
- both parties will introduce the technologies of healthtech companies and academia in both regions, and 

hold meetings for further business discussions.  
- both parties will promote business discussions with participating companies and link them to 

opportunities for collaboration. 
 
In order to further pursue the above-mentioned objectives, it is agreed that 

- the Parties will explore opportunities for further cooperation, 
- other organizations within the Parties’ regions can be involved, 
- the Parties will update each other about developments and business opportunities in their regions and 

regularly exchange updates on new companies or cooperation opportunities for sharing newsletters, 
- the Parties will review periodically the status of opportunities for cooperation under this MoU, 
- the Parties promote relevant events and missions organized by each Party, 
- technology exchanges will be initiated between companies and actors in the respective regions 

 
5. Termination 

Each of the Parties is able to terminate this MoU by giving thirty (30) days written notice to the other Party at any 
time. Activities already in progress will be considered on a case by case basis. 
 
6. Amendment clause 

The Parties will agree in writing to modify or amend this MoU. 
 
7. Language 

This MoU is set in English and only this version shall prevail. 
 
8. Communication 

The Parties will promote this MoU in their regions and inform and involve relevant organizations as a tool to 
activate common initiatives in the relevant territories. 
 
 
 
 



February 5th, 2021 

 

Mr. Atsushi Miura, Chairman of KIIP Mrs Jessica Leygues, CEO of MPR  
KIIP MPR 

 



ビジネス交流を目的とした川崎市産業振興財団と MEDICEN PARIS REGIONとの間の覚書 日英対照表 

英文 日文                                                                

【名称】 

Memorandum of Understanding 

between Kawasaki Institute of Industrial Promotion, Kawasaki, Japan, 

and MEDICEN PARIS REGION, Paris, France, on the Promotion of Business 

Exchanges 

【名称】 

ビジネス交流を目的とした川崎市産業振興財団と MEDICEN PARIS REGION 

との間の覚書 

【前文】 

In order to promote business exchanges for the achievement of Health 

and Welfare, Kawasaki Institute of Industrial Promotion (KIIP) and 

MEDICEN PARIS REGION (MPR), hereby agree upon facilitating industry-

industry and industry-academia partnerships under this Memorandum of 

Understanding (MoU). 

【前文】 

健康と福祉におけるビジネス交流をより促進するため、川崎市産業振興

財団（KIIP）とメディセン・パリ・レジョン（MPR）は企業―企業、企業―

アカデミア間での連携強化を図るため、ここに覚書を締結することとする。 

【本文】 

1.Partnership 

KIIP 

Kawasaki is one of the most dynamic major cities in Japan. Located 

in the center of Keihin Industrial Zone, it plays an important role 

in the growth of the Japanese economy. Kawasaki City is making a 

significant effort to form a hub for innovative movement in order to 

keep up with the continuously changing structure of the global economy 

and its industries, especially within the life science field.  As a 

result, Kawasaki City established “King Skyfront”, an open-

innovation site, home to the world-class research and development 

facilities in the region. “King Skyfront” aims to contribute to 

tackling global issues in a variety of fields, including life, 

environmental, and welfare sciences, as well as creating global 

【本文】 

1.提携 

川崎市産業振興財団 

 川崎は、日本で最も活力のある主要都市の一つである。 

 京浜工業地帯の真ん中に位置し、日本における経済成長の重要な役割を

担っている。川崎市は、とりわけ生命科学領域において、世界経済・産業

の絶え間ない構造変化に対応し得る革新的活動のハブとなるために精力的

に取り組んでいる。 

そのため、川崎市は世界水準の研究開発機関を有するオープンイノベー

ション拠点である「キングスカイフロント」をつくった。 

「キングスカイフロント」は、生命科学・環境・健康福祉をはじめとした

様々な分野における世界的課題を解決し、グローバルビジネスの機会を創

出することを目標としている。 

 

資料１－２ 



business opportunities. 

In April 2020, Kawasaki Institute of Industrial Promotion established 

TONOMACHI LifeScience Cluster Divion to make this “King Skyfront” 

a place where more talented people can gather and create new 

businesses over collaborating and cooperating with Kawasaki City. 

Through R & D, commercialization support and human resource 

development, various business players from industry-academia-

government and financial institutions aim to create a notable area 

that produces cutting-edge technologies and businesses by cooperating 

and co-creating with each other. 

 

MPR 

Medicen Paris Region (MPR) is a network of excellence in healthtech 

innovation and one of the largest life sciences cluster in Europe, 

bringing together private and public players to develop the 

therapeutic solutions of tomorrow. 

MPR federates and represents around 500 startups and SMEs in biotech, 

medtech and digital health, 40 large and mid-size companies and 34 

academics and clinical research, gathering the largest European 

hospital network (AP-HP). MPR has built a strong international 

network, helping its startups to scale out and enter international 

markets. MPR encourages the emergence of innovative projects and 

supports companies in identifying the right funding sources (public 

or private). Since the creation of the cluster in 2005 - thanks to 

public/private partnerships built by MPR - 80 innovative products 

have been launched in biotech, medtech and digital health sectors. 

MPR has certified 383 projects representing a total investment close 

to €2.1 billion ($2.3bn) and €864 million ($950 million) of public 

 

2020 年 4月、公益財団法人川崎市産業振興財団は、川崎市と連携・協力し

てこの「キングスカイフロント」を、優秀な人材が集まり新しいビジネス

を生み出す拠点とするために、殿町キングスカイフロントクラスター事業

部を創設した。 

研究活動、事業化支援、人材育成を通じて、産学官金の多彩な人材が相互

に連携・協力して、エッジの利いた技術やビジネスを生み出す優れたエリ

アとなることを目指している。 

 

 

 

メディセン・パリ・レジョン 

 メディセン・パリ・レジョンは、ヘルステック・イノベーションにおけ

る卓越したネットワークを有し、欧州における最大級のライフサイエンス

クラスターの一つであり、未来の治療法を開発するための官民のプレイヤ

ーが集積している。 

 メディセン・パリ・レジョンは、バイオテック・メドテック・デジタルヘ

ルス分野における約 500 のスタートアップや中小企業、40 の大企業と 34

のアカデミア、医療研究機関を組織・代表し、欧州最大の医療機関間のネ

ットワークを有する。メディセン・パリ・レジョンは、世界中に強固なネ

ットワークを構築し、参画するスタートアップの成長と、世界の市場への

参入を支援している。メディセン・パリ・レジョンは、革新的なプロジェ

クトの創出を奨励し、参画企業の公的資金・民間資金の調達を支援してい

る。2005年におけるクラスター発足以来、メディセン・パリ・レジョンに

よる官民のパートナーシップの構築によって、バイオテック、メドテック、

デジタルヘルス領域における 80もの革新的製品が上市した。 

 メディセン・パリ・レジョンは、383のプロジェクトを認証し、210億ユ

ーロに迫る投資と、8.64億ユーロもの公的資金援助を受けている。 



aid. 

 

2.Intent 

The above Parties agree that this MoU sets out the common 

understanding between the Parties as a voluntary statement of intent, 

and presumes the mutual commitment of the Parties at the time of 

signature and for the duration of this MoU. It is not intended to 

create legal relations or legally enforceable obligations between the 

Parties. 

 

3.Term 

This MoU will become effective upon signing by the Parties and will 

remain in effect for a period of two (2) years from the date of 

signature. 

 

4.Purpose of the agreement 

The MoU plans for collaboration between the Parties in order to 

- both parties will introduce the technologies of healthtech 

companies and academia in both regions, and hold meetings for 

further business discussions.  

- both parties will promote business discussions with participating 

companies and link them to opportunities for collaboration. 

 

In order to further pursue the above-mentioned objectives, it is 

agreed that 

- the Parties will explore opportunities for further cooperation, 

- other organizations within the Parties’ regions can be involved, 

- the Parties will update each other about developments and business 

 

 

2.目的 

上記の２者は、この任意の覚書に基づき、署名時から有効期限まで、重

大なコミットメントを共通認識として共有することに同意する。これは、

法的関係や法的強制力を持つものではない。 

 

 

 

 

3.期間 

この覚書は署名から効力を持ち、署名時から 2年間有効とする。 

 

 

 

4.合意の目的 

この覚書は下記の各種連携を図るものである。 

－ 両者はヘルステック関連の企業や学術研究機関を互いに紹介し、今後

のビジネスへとつながる会合を開催する。 

－ 両者は参画企業に対してさらなる連携機会を設けるなどし、商談の場

を促進する。 

 

 

上記の目的を推進するため、以下の事項について同意する。 

 

－ より強固な協力関係を模索し続ける、 

－ 各々の地域内の他の組織を参加させる、 

－ 相互に自己の地域において成果やビジネス機会を創出し続けるととも



opportunities in their regions and regularly exchange updates on 

new companies or cooperation opportunities for sharing newsletters, 
- the Parties will review periodically the status of opportunities 

for cooperation under this MoU, 

- the Parties promote relevant events and missions organized by each 

Party, 

- technology exchanges will be initiated between companies and actors 

in the respective regions, 

 

5.Termination 

Each of the Parties is able to terminate this MoU by giving thirty 

(30) days written notice to the other Party at any time. Activities 

already in progress will be considered on a case by case basis. 

 

6.Amendment clause 

The Parties may agree in writing to modify or amend this MoU. 

 

7.Language 

This MoU is set in English and only this version shall prevail. 

 

8.Communication 

The Parties will promote this MoU in their regions and inform and 

involve relevant organizations as a tool to activate common 

initiatives in the relevant territories. 

 

February 5th, 2021 

 

                                     

に、適宜、ニュースレターのやり取り通じた新規企業・団体との交流

の機会を持ち続ける、 

－ この覚書に規定された協力関係の状況について、定期的に見直す、 

 

－ それぞれが開催・挙行する、（連携事項に関連する）イベントや使節派

遣を促進する、 

－ それぞれの地域における企業と人材との間の技術交流を実施する、 

 

 

5.解約 

この覚書は 30日前までに事前に文書予告をすれば、いつでも解約するこ

とができる。その際進行中の活動については個別に検討する。 

 

 

6.修正事項 

両者、修正や改正を行う場合は書面にて合意を得る。 

 

7.言語 

本覚書は英文にて作成され、かつ、この形式のもののみ効力を有する。 

 

8.周知 

両者はこの覚書をそれぞれの地域にて広報し、関連分野における構想を

活性化する手段として関連機関にこの覚書を周知する。 

 

 

2021 年 2月 5日 

 

                                



Mr. Atsushi Miura, Chairman of KIIP    Mrs Jessica Leygues, CEO of MPR 

KIIP                                    MPR 

 

公益財団法人川崎市産業振興財団    Medicen Paris Region 

理事長 三浦 淳            CEO  Jessica Leygues 

  

 



 

川崎市産業振興財団・Medicen Paris Region・ＬＩＮＫ－Ｊによる 

オンラインピッチイベントの開催について 

 

公益財団法人川崎市産業振興財団 
殿町キングスカイフロントクラスター事業部 

 

●概  要： 

  川崎市産業振興財団（ＫＩＩＰ）、Medicen Paris Region（ＭＰＲ）、ＬＩＮＫ－Ｊが

主催者となって、創薬基盤技術を有する日仏の中小企業等が大手製薬企業や投資家等に

対して、自社技術やサービスを売り込むことにより資金獲得を目指す、ピッチイベント

をオンラインで開催する。 

 

●目  的： 

  今般、ＫＩＩＰとＭＰＲ、ＭＰＲとＬＩＮＫ－Ｊがビジネス交流や相互連携等を目的

としたＭＯＵを各々締結することを記念し、オープンイノベーションの実践の場となる

ピッチイベントを開催することにより、国際的なクラスター間連携を一層強化する。 

 ※ＬＩＮＫ－Ｊと川崎市は、ライフサイエンス領域を中心とした相互連携の覚書を締結済み。 

 

●開催日時：2021年 2月 5日（金） 日本時間の 16時～19時半（仏：8時～11時半） 

 

●主催・共催：【主催】ＭＰＲ、ＫＩＩＰ、ＬＩＮＫ－Ｊ ／【共催】：Genopole 、川崎市 

 

●構  成： 

 ①ＭＰＲ、ＫＩＩＰ、ＬＩＮＫ－Ｊのホストスピーチ（合計 30分） 

  ・ホストスピーチは各 10分程度 
 
 ②日仏各々の主要コメンテーターの自社紹介（合計 35分） 

  ・日、仏から合わせて 7者程度で、各 5分程度 

   ※日：アステラス、実中研、東京大学協創プラットフォーム 

   ※仏：Genopole、Ipsen、他 2者 予定 

  ・主要オーディエンス以外にも、製薬会社や研究機関も個別に招待する。 
 
 ③企業によるピッチセッション(合計 120分) 

  ・日、仏それぞれから６者程度 

   ※日：実中研、ジクサク、ナレッジパレット、ＨＭＴ、ペルセウス、モルキュア 

   ※仏：Abivax、Oncodesign、IKTOS、Ose Immunotherapeutics、他 2者 予定 

  ・５分間のピッチと、５分間の質疑応答 

 

資料２ 



（参考１）殿町キングスカイフロントクラスター事業部について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業内容 

 ・クラスター化の推進 

   大型プロジェクトの誘致・運営、キングスカイフロント立地企業

間の相互交流等、新規ビジネス創出につながる、域内活性化のため

の企画・調整を実施。 
  
 ・異分野交流・産学公民マッチング 

   サイエンスカフェ（Tonomachi cafe）、異業種・異分野交流、

企業・アカデミア・金融機関などが持つニーズ・知・財の融合、

事業化支援等を、オンサイト／オンラインで行い、「つながる」

ことができる場を提供。  
 
 ・広域ネットワークの構築 

   視察対応、LINK-J(日本橋)・Bio-M(ドイツ)など国内外の研

究開発拠点やキングスカイフロントに関心を持つ企業やアカ

デミア等とのマッチング、情報交換・相互連携、共同研究の支

援等を実施。 
 
 ・戦略的プロモーション 

   展示会・イベントの開催、Webサイトの運営、メルマガ・出版

物の発行などによるエリア情報の広域発信等を実施。 

 

●所在地・連絡先 

 【所在地】川崎市川崎区殿町 3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE) 1F 

【連絡先】TEL：044-589-4780 ／ MAIL：cms-ksfcl@kawasaki-net.ne.jp 

●概  要 

川崎臨海部に位置する国際戦略拠点「キングスカイフロント」は、創薬、創薬支

援、再生医療、医療機器などのライフサイエンス分野を中心とした研究機関や企業

が集積し、世界最高水準の研究開発から新産業を創出するオープンイノベーション

拠点である。 

殿町キングスカイフロントクラスター事業部は、令和２年、川崎市産業振興財団

が川崎市からエリア事業を引き継いだのを契機に、このキングスカイフロントを今

まで以上に、優秀な人材が集い、新たなビジネスを生み出すことができる場とする

ため設置された。産学官金の多様な事業プレイヤーが、研究開発活動、事業化支援、

人材育成等を通じて、オンサイト／オンラインで相互に連携・共創することで、地

域に新たな付加価値・新規ビジネスを産み出すまちづくりを目指している。 



（参考２）Medicen Paris Region について 

●概  要 

Medicen Paris Region（以下「ＭＰＲ」とする）は、フランスのパリを本拠地とする、

革新的な保健技術に焦点を当てたクラスターである。 

430を超える企業、研究センター、大学、病院、地方公共団体で構成され、生物学的診

断、診断インターベンションイメージング、再生医療とバイオマテリアル、デジタル保健

とトランスレーショナル医療の 5 つの主要分野における未来の治療法を開発するための

官民のプレイヤーが集積している。 

このため、ヘルステック・イノベーションにおける卓越したネットワークを有し、欧州

における最大級のライフサイエンスクラスターの一つとしての地位を確立している。 

・設立年月日 2005 年 1 月 3 日 

・PRESIDENT Christian LAJOUX 

・所在地 130, Rue de Lourmel Paris, Île-de-France 75015, FRANCE 

・スタッフ数 11～20 名 

主なスタッフ CEO（代表者） Jessica LEYGUES 

 VP Key Accounts & Investors Alexandre DA COSTA 

 International Project Manager Blandine HIRTZ 

・団体の形式 非営利団体 

・主要活動地域 フランス パリ 

●活動実績 

・バイオテック・メドテック・デジタルヘルス分野における約 500 のスタートアップや

中小企業、40の大企業と 34のアカデミア、医療研究機関を組織・代表し、欧州最大の

医療機関間のネットワークを構築。 

・世界中に強固なネットワークを構築し、参画するスタートアップの成長と、世界の市

場への参入を支援。革新的なプロジェクトの創出を奨励し、参画企業の公的資金・民間

資金の調達を支援。 

・2005年のクラスター発足以来、ＭＲＰによる官民のパートナーシップの構築によって、

バイオテック、メドテック、デジタルヘルス領域における 80 もの革新的製品が上市。 

 ・383のプロジェクトを認証し、210億ユーロに迫る投資と、8.64億ユーロもの公的資金

援助を獲得。  



（参考３）LINK-Jについて 

 

●概  要 

正式名称「一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパ

ン」。 

三井不動産株式会社とアカデミアの有志が設立した法人で、医薬関連企業が集積する

日本橋を拠点に産学官連携によるライフサイエンス領域でのオープンイノベーションを

促進し、新産業創造を支援する活動を実施。 

 

 ○理 事 長：岡野栄之（慶應義塾大学大学院医学研究科 委員長 ／ 同大学医学部生理学教室 教授） 

 ○会 員 数：個人、法人併せて ４７１（※2020年 12月 3日現在） 

  （※）主な会員： 

     アステラス製薬、オリンパス、武田薬品工業、中外製薬、電通、理化学研究所、

東京大学、京都大学、大阪大学、東京都 等 

 

●活動内容 

  会員に対する、主として以下の支援等 

  ・LINK-Jが提供する各種イベント・プログラムへの参加 

  ・会員専用コミュニケーションラウンジの一時利用 

  ・カンファレンスルーム等の利用 

  ・シェアオフィスの利用 

  ・他会員との交流、紹介、会員間のコミュニケーションサポート 

  ・LINK-Jサポーターとのディスカッション、助言等の利用 

 

●提 携 先  ※覚書等締結先 

 ○国内（７団体） 

京都リサーチパーク株式会社、公益財団法人先端医療振興財団、慶應義塾大学先端生命

科学研究所、川崎市、横浜市、神奈川県、大阪府 …７団体 

 ○国外（８団体） 

カリフォルニア大学サンディエゴ校及びロサンゼルス校、BIOCOM（米）、Eurobiomed（仏）、

オックスフォード大学、One Nucleus（英）、MED CITY（英）、デンマーク大使館 
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