
極秘

背景

2020年3月2日より、Bristol Myers Squibbは、グローバルに
統一された新しい依頼書フォームの使用を開始いたしました。
新しいフォームでは、特定の言語を選択して、申請に関する
質問をご覧いただくことができます。

Bristol Myers Squibb 新しい資金提供プロセスのご案内
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ユーザー
トレーニング



極秘

内容の概要は次のとおりです。

このトレーニングの目的は、「依頼書」を作成して申請を提出するプロセスを

理解いただくことです。

このトレーニングの目的
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• プロセスの概要
• BMSの助成金・寄付のウェブサイトの利用方法
• 電子申請ポータル（以下、システム）
• 依頼書 (LOR – Letter of Request）
• 申請のサポート
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資金提供プロセス

プロセスの概要
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「提案依頼書（RFP）」または「教育助成依頼書（RFE）」への回答として提出された申請は、
RFPまたはRFE仕様に明記された期限までに提出する必要があります。

複数の依頼書を提出することができます。

年間を通じて、依頼書を提出することができます。

資金提供の申請は全て「依頼書（LOR）」をシステムへの提出を通して行われます。

• 不備がある依頼書は、審査されず、却下されることがあります。

• 審査結果、審査に追加情報が必要な場合は、電子メールでご連絡します。
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資金提供プロセスのタイプ

プロセスの概要
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システムは、以下の資金援助に利用できます。

• 企業スポンサー支援

• 慈善寄付

• 独立した医学教育

• 医学教育の継続

• 患者教育への支援

• 患者支援団体への支援

• 奨学金

• フェローシップ

• 法人会員

「依頼書(LOR)」は全ての資金提供の申請に利用できます。
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助成金・寄付・企業スポンサーサポート・ウェブサイト

助成金・寄付 ウェブサイトのアクセス方法
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次に「コーポレー
ト・ギビングのご
案内」をクリックし
ます。

2

まず「社会貢献活
動への取り組み」
をクリックします。

1

bms.com/jp からアクセスするには
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助成金・寄付・企業スポンサーサポート・ウェブサイト（つづき）

助成金・寄付 ウェブサイトのアクセス方法
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ページ下方へスクロールダウンし、「ここをクリックしてご希望の Letter of Request （依頼書）に
アクセスしてください。」をクリックします。
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助成金・寄付ウェブサイトのアクセス方法
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依頼書（日本語）へのアクセス

米国BMSサイトへ移動します。

“Letter of Request” 下方の
“Consolidated Letter of 
Request” をクリックしてくだ
さい。

ログインページへ移動します。

ページ上部右コーナーにある
ドロップダウンリストより
Japaneseを選択してください。

日本語の選択
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申請者によるログイン

新規ユーザー登録

新規の団体（組織）情報の追加

アカウントポータル・ウェルカムページ「ようこそ」

プロフィールの編集

電子申請ポータル （以下、システム）
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このページでは、以下の操作を行うことができます。

申請者のログイン
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登録してパスワードを作成する（初回ユーザーのみ）

電子メールアドレスとパスワードを入力し、ログインする

パスワードをリセットする

1

2

3

アカウントがある場合
こちらから、パスワード
を 入力してログインし
ます。

初回ユーザー
アカウントがない場合は、
こちらをクリックします。

パスワードを忘れた場合
こちらをクリックします。3

1

2
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ご注意! システムを初めて利用される際、新しい団体（組織）情報を作成する前に、貴団体（貴組織）が弊社
データベースにすでに存在するか、ご確認ください。」団体（組織）名または米国納税者IDで検索できます。

新規ユーザー の登録
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貴団体の所在地を選択します。

この電子申請ポータル（システム）のアカウントは、団体（組織）単位ではなく、個人単位になっています。
従って、1人のユーザーが、複数の団体（組織）と関連して申請することができます。

登録フィールドに入力します。21
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「New Registration」（新規登録）ページで、個人情報保護法をお読みいただくよう、表示されます。

登録へ進むことにより、 個人情報の収集に同意したことになります。個人データの収集を希望されない場合は、
「CANCEL」（キャンセル）を

クリックください。その場合、申請をすることはできません。

新規ユーザーの登録（つづき）
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ご注意ください!

これらの個人情報保護法は日本からの

申請者にも適用されます。
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アカウントに新しい団体（組織）情報を追加する場合は、ページ上方の「複数の団体と連携している場合には、

ここをクリックし、ご自分のアカウントに団体を追加してください。」をクリックします。

新規組織情報の追加
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あなたのアカウントがすでに複数の団体（組織）情報を入力されている場合、
ログイン直後に組織選択ページが表示され、申請する組織を選択ください。
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正常にログインすると、この「ようこそページ」が表示されます。

新規組織情報の追加（つづき）
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このページでは、下記
の 操作ができます。

アカウントに登録
している団体（組
織）を確認する。

1

プロフィールを 
編集する。

3

アカウントに新規
の団体（組織）情
報を追加する。

2
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「ようこそページ」は、ログイン直後に表示されるホームページです。

アカウント・ポータル「ウェルカムページ」
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新しい申請を開始する前にご自分のアカウントに関連する団体（組織）情報が正確かどうか、ご確認ください。

このページでは以下の操作ができます。

*「インパクト・レポート」は、申請に関して追加情報を収集するため、システム経由で自動送信されるフォローアップレポートです。

申請の承認前もしくは承認後に送信されます。

承認後の変更通知フォームへのリンク ---- ページ中央の「 」をクリックする。

提出済みの申請へのアクセス --- メニュー「選択」下方の「参照する」をクリックする。

作成中の申請へのアクセス --- メニュー「選択」下方の「続けて入力する」をクリックする。

「インパクト・レポート」* へのアクセス --- 終了後の「完了報告（Close Out Report」はここよりアクセス可能。

新規依頼書へのアクセス --- 「 」をクリックする。1

2

3

4

5
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プロフィール の編集
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申請を進めるには「マイ
ページに戻ってくださ
い」をクリックします。

プロフィールを変更する
には、「プロフィールを
編集」をクリックします。

こちらで、必要とする
適切な編集がすべて
できます。

入力後、画面の下方にあ
る「保存」をクリックし
ます。

2

3

4

1
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ウェルカムページ 「ようこそ」

連絡先情報

団体・組織情報

依頼書（申請書）

添付資料

規約と条件への同意と確認

申請内容の再確認と提出

申請依頼書
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ウェルカムページ
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コーポレート・ギビング や IME（独立した医学教育）の申請依頼は、年間を通していつでも
提出できます。ただし、提出期限のある特定の提案依頼書または教育助成依頼書に対する
回答として提出される申請書を除きます。

新規の依頼書を作成するには、マイページ内の 「新しい申請書の作成の開始 」をクリックします。
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連絡先情報
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このセクションでは、この申請に関する連絡の 受信を希望する、すべての個人を選択できます。

この申請に関する連絡を受け
取る個人を複数選択できます。

連絡先を追加するには、「新規
作成」をクリックします。

連絡先が追加されると、このセ
クション内に保存され、表示欄
に残ります。

連絡先を削除するには、該当の
名前をクリックし、内容が表示
されたら、「連絡先を削除」を
クリックします。

2

3

1
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団体・組織情報
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このセクションでは、団体・組織情報についてお聞きします。

このセクションでは申請を希望する団体
（組織）に関する情報をお聞きします。

申請書の質問に従って、情報を入力して
ください。

ご注意:  申請する団体（組織）は、助成金を受け取る団体（組織）であることが必要です。
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このセクションでは、助成金申請内容の詳細をお聞きします。

依頼書
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質問項目に沿って、各項目へ入力してください。

不備がある依頼書は、審査されずに拒否される
ことがあります。
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提出書類は全て、PDFファイルでアップロードしてください。

添付資料
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このセクションでは、下記の記述を読み、その内容に 同意いただくことが求められます。

確認

このページの記述、および
「規約と条件」に同意される
場合は、「確認します」に
チェックを入れ、「保存して
次へ進む」をクリックしてく
ださい。

1

ご注意ください！

個人情報保護法は、日本から
の申請者にも適用されます。

2
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申請内容の再確認と提出
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未完成の申請書

ページ上方に、どのセク
ションに未記入の必須
フィールドがあるか、 
赤字にて表示されます。

1

各セクションに戻り、 
未記入だった情報を入力
し、記入を完成してくだ
さい。

2

記入された情報がすべて
正確かどうか、再確認く
ださい。

再確認後、申請を提出し
ます。

3

4
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申請のサポートが必要な場合は、下の手順に従ってください。

申請のサポート
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依頼書ページ下方にある「サポートが必要な
場合」をクリックしてください。

サポートリクエスト・フォームに入力および
質問を記入して、送信ください。

申請に関する「よくある質問」が表示されま
す。他にご不明な点がある場合、「ご不明点
のある方」をクリックします。

サポートチームから回答があるまで、
24～48営業時間お待ちください。

1

3

2

4

さらに、ご質問がある場合は、
grantsandgiving@bms.com まで日本語で
お問い合わせください。


