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フランス・ポンペイ、2015 年 6 月 8 日発表 

- 本日、ライフサイエンスと化学工業分野でのサービスと技術を提供するリーディングサ

プライヤーであるノバセップは、アジアでのプレゼンス強化のために日本市場における

2 つのパートナーシップ契約を締結したと発表した。 

- 第一の契約は、ライフサイエンスおよび化学分野のコンサルティング企業であるアライ

ドラボラトリーズ株式会社との間で締結された。 

- 今後アライドラボラトリーズはノバセップのプロセス開発とエンジニアリングセンタ

ーである上海を拠点とするノバセップ・アジアと緊密に連携して日本市場における

Prochrom®、Hipersep®、 Varicol®、 SupersepTMおよび BioSC® クロマトグラフィー・

バイオプロセス機器のテクニカルサービスと営業開発を担当する。 

- もう一方はエア・ブラウン株式会社との間で、化学およびバイオロジカル受託製造事業

の代理店契約を締結した。 

- ノバセップの日本市場の営業責任者であるジャッキー ペレは「日本は世界のライフサ

イエンス産業における革新的な市場の一つで有り、顧客の皆様は常に最新の技術による

優位性を追求しています。このたびの両社との提携がもたらす新体制によるきめ細かな

サービスで、弊社の優れた効率の精製技術と受託製造サービスを日本の顧客の皆様に提

供できる様になります。また、日本国内のチームによる迅速な対応で、お客様の最も困

難な課題に対するサポート体制を整える事ができます。」と語っている。 

- ノバセップの代表取締役 CEO のミッシェル スパニョールは「我々の日本のパートナ

ーとしてアライドラボラトリーズとエア・ブラウンが決まった事を喜びと共に皆様にご

案内させていただきます。業界で地歩を固め、信頼されている両社とのパートナーシッ

プは、各々の市場に根ざしたプレゼンスを強化する弊社のグローバル成長戦略にマッチ

したキーステップとなるものです。」と語っている。 

 

ノバセップについて 

ノバセップはライフサイエンス製品とファインケミカル分野でグローバルにコスト優

位性に優れ、サステイナブルな製造ソリューションを提供しています。ノバセップのユ

ニークなサービスは、プロセス開発サービス、分離精製装置および実生産に対応した精

製プロセス、受託製造や複雑な生理活性化合物の供給を通じて、医薬、バイオ医薬、フ

ァインケミカル、食品産業、機能性食品、更には培養やコモディティケミカル等の各種

産業分野に貢献しています。 



http://www.novasep.com 

 

アライドラボラトリーズについて 

アライドラボラトリーズは神戸医療産業クラスターを拠点とした、ライフサイエンスお

よび特殊化学品業界に対するコンサルティング企業です。同社は、大手製薬企業、バイ

オファーマおよび特殊化学品企業の顧客に対して開発段階から商業生産までの全ての

段階での CMC コンサルティングサービスを提供しています。 

http://www.allied-labs.com 

 

エア・ブラウンについて 

エア・ブラウンは化学、バイオテクノロジー、医薬、自動車産業、航空宇宙産業分野に

おいて長年の実績をもつ、技術およびサービスプロバイダーです。 

http://www.arbrown.com 

 

アライドラボラトリー株式会社のご連絡先 

〒650-0047 神戸市中央区港島南町 6 丁目 7-6 

電話 078-599-5602 

sota.kurita@allied-labs.com 

 

エア・ブラウン株式会社のご連絡先 

〒104-0061 東京都中央区銀座 7-13-8 第 2 丸高ビル  

電話 03-3545-5724 

tsukakoshi@arbrown.com 

 

本プレスリリースの原文（英語版・フランス語版）はノバセップのウェブサイトでご覧

いただけます。 

本リリースの内容に関するお問い合わせは、ノバセップ広報担当の以下のエージェント

までお問い合わせ下さい。 

Andrew Lloyd & Associates 

Carol Leslie 

carol@ala.com 

+44 1273 675 100 



 
 
 
 
 
 

 
 

News release 
 

Novasep signs two deals to further develop its presence in Japan 
 

Allied Laboratories and AR Brown selected as local agents 
 
Pompey, France, June 8, 2015 - Novasep, a leading supplier of services and technologies 
for the life sciences and chemical industries today announces it is expanding its presence 
in Asia by signing two partnership agreements for the Japanese market. 
 
The first agreement was signed with Allied Laboratories, a life science and chemical 
consulting company.  
 
Allied Laboratories now provides business development and technical services for 
Novasep Prochrom®, Hipersep®, Varicol®, SupersepTM and BioSC® chromatography and 
bio-process equipment in the Japanese market in close co-operation with Novasep Asia, 
the company’s Shanghai-based process development and engineering center. 
 
The second agreement was signed with AR Brown to represent Novasep’s CMO services 
in Japan, including both chemical and biological custom manufacturing businesses.  
 
“Japan is an innovative marketplace for the global life sciences industry. Our Japanese 
customers continuously aim for excellence through leading edge technologies,” said Jacky 
Perret, Novasep’s head of business development in Japan. “As a result of these 
agreements, we’ll be able to provide them with high-efficiency purification technologies and 
custom manufacturing services. This move will enable us to support their most challenging 
projects with a local team in a time-efficient manner.”  
 
“I am delighted to count Allied Laboratories and AR Brown as our business partners in 
Japan,” said Dr Michel Spagnol, chairman and CEO of Novasep. “These agreements with 
two renowned and trusted Japanese partners are a key step to reinforcing our local 
presence, in line with the deployment of our growth strategy.” 
 
 

### 
 
About Novasep 
Novasep is a global provider of cost-effective and sustainable manufacturing solutions for life 
sciences molecules and fine chemicals. Novasep's unique offering includes process development 
services, purification equipment and turnkey processes, contract manufacturing services and 
complex active molecules to serve pharmaceutical, biopharmaceutical, fine chemical, food and 
functional ingredients as well as fermentation and chemical commodities industries. 
http://www.novasep.com  
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

About Allied Laboratories 
Allied Laboratories is a consulting firm for life science and specialty chemical 
industries, based at Kobe Biomedical Innovation Cluster, Kobe, Japan. Allied offers full 
CMC consultation services from development phase to commercial stage for leading 
pharma, bio-pharma and specialty chemicals clients.  
http://www.allied-labs.com 
 
About AR Brown 
AR Brown Co., Ltd. has a long track record as a service and technology provider to the 
chemical, biotechnology, pharmaceutical, automobile and aerospace industries. 
http://www.arbrown.com/ 
 
Contact info for Allied Laboratories Co., Ltd. 
Sota Kurita 
6-7-6 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047, Japan 
+81-78-599-5602 
Sota.kurita@allied-labs.com 
 
Contact info for AR Brown Co., Ltd. 
Kazuyuki Tsukakoshi 
7-13-8 Ginza Chuo-Ku Tokyo 104-0061, Japan 
+81-3-3545-5724 
tsukakoshi@arbrown.com 
 
Andrew Lloyd & Associates 
Carol Leslie 
carol@ala.com  
UK and US: +44 1273 675 100 
France: +33 1 56 54 07 00 
 
 


