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W
to Almac Group

A unique culture delivering exceptional

solutions.

The Almac Group is an established contract

development and manufacturing organisation

that provides an extensive range of integrated

services to the pharmaceutical and biotech

sectors globally.

We are a private organisation, wholly owned by

the McClay Foundation (see page 27), and have

organically grown over the last 50 years now,

employing over 5, 00 highly skilled personnel.6

At Almac, we are proud of our global reputation

for excellence delivering expertise right across

the drug development lifecycle and offering a

tailored solution to each of our clients.

Our work is underpinned by a simple

commitment to every client we partner with:

We will be exceptional, always.

elcome
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Almacグループに
ついて

先進的なソリューションを生み出す唯一無二の企業

Almacグループは、世界各国の製薬企業とバイオ
テック企業に包括的なサービスを提供している医薬
品受託製造企業です。

マクレイ財団（詳細は 27ページに掲載）が完全所
有するプライベートカンパニーであり、過去 50年
にわたり成長を続け、現在では高度な技術を持つ社
員が 5,600人以上在籍しています。

当社は医薬品開発ライフサイクルを通じて、優れた
専門技術と知見にもとづくサポートを行うことで、
それぞれのお客様に最適なソリューションを実現し
ており、世界的に高い評価を得ています。

Almacのモットーは、パートナーであるお客様一人
ひとりと、誠実に向き合うこと。

それこそが、先進的なソリューションを生み出す秘
訣なのです。
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The Almac Group offers a highly specialised,

personalised and expert service along each stage

of the drug development lifecycle and beyond.

Our innovative services range from R&D,

biomarker discovery development and

commercialisation through to product sales.

Our areas of specialism are:

• Drug Discovery

• Diagnostic Services

• API, Chemical Development & Analytical

Services

• Pharmaceutical Development

• Clinical Services

• Clinical Technologies

• Commercial Services

• Product Sales, Marketing & Launch Services

Our unique combination of inspirational people,

exceptional innovation and outstanding quality,

enables us to work with you in the most

appropriate manner for your situation: either on a

single standalone project or on a longer term

basis as your strategic partner.

Our Areas
of Specialism

55

Almacの専門領域

Almacグループでは、医薬品開発ライフサイクルの
各段階とその後のステージにおいて、お客様のニー
ズに応じた専門サービスを展開しており、その範
囲は研究開発、バイオマーカーの探索および開発、 
商用化から製品販売まで多岐にわたります。

Almacの専門領域：
 ・ 創薬
 ・ 診断サービス
 ・ 医薬品有効成分（API）関連サービス、化学研究
および分析サービス

 ・ 医薬品開発
 ・ クリニカルサービス
 ・ クリニカルテクノロジー
 ・ 商用化支援
 ・ 製品販売、マーケティングおよび上市支援

高い技術を持つ人材、卓越したイノベーション、そし
て優れた品質。これらの組み合わせにより、単発の
独立したプロジェクトの場合にも、長期の戦略的パー
トナーシップの場合にも、お客様に最適な形で協働
することが可能です。



Drug Discovery

A research driven drug discovery business

dedicated to the development of novel and

innovative approaches to the treatment of

diseases of unmet need.

The Almac Discovery business model focuses on

develop First in Class pre clinical stagement of - - -

assets which are then licenced to pharmaceutical

partners for further development.

seekWe also to collaborate with partners to

apply our medicinal chemistry a d translationaln

biology expertise to targets of mutual interest.

Key research themes include deubiquitinase

enzymes and protein drug conjugates.
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創薬

Almacが推進する研究主導の創薬ビジネスは、アン
メットメディカルニーズに応えるべく、革新的な新
規治療法の開発に取り組んでいます。

当社の創薬ビジネスモデルは、画期的医薬品の前臨
床段階アセットの開発に重点を置いており、その後
のさらなる開発に向けて、製薬パートナーにライセ
ンスを許諾しています。

共同開発プロジェクトにおいては、創薬ターゲット
に応じて、当社の創薬化学およびトランスレーショ
ナルバイオロジーの知見を活用しています。

この部門における主要な研究テーマには、脱ユビキチ
ン化酵素、タンパク質薬物複合体などが含まれます。



Diagnostic Services

We are a stratified medicine specialisingbusiness

in biomarker driven clinical trials. Our diagnostic

experience spans oncology, immunology, CNS

and infective diseases.

Our global laboratories offer tailored solutions

from discovery to commercialisation including

biomarker discovery, custom assay development

and validation, DNA and RNA panels, flexible CDx

development commercialisation models,and

expert regulatory support and bioinformatics and

software development.

Our focus is on the discovery, development and

commercialisation of diagnostic and CDx

(companion diagnostic) tests. We also facilitate

biomarker clinical trial management and clinical

test delivery from our CLIA-accredited labs.
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診断サービス

Almacでは、バイオマーカーを用いる治験に特化した 
層別化医療ビジネスを展開しています。当社の診断
分野における実績は、腫瘍学、免疫学、中枢神経系、
感染症学など多岐にわたります。

当社はグローバルな研究開発体制を築いており、バイ 
オマーカーの探索、カスタムアッセイの開発および
バリデーション、DNAパネルおよび RNAパネル、
コンパニオン診断薬（CDx）の開発および商用化戦
略の策定、専門家による薬事支援、バイオインフォ 
マティクスおよび関連ソフトウェアの開発など、創薬
から商用化まで、お客様に合わせた幅広いソリュー
ションを実現します。

診断検査およびコンパニオン診断検査分野におい 
ては、創薬から開発、商用化まで取り組み、CLIAの
認証を受けた当社のラボ施設では、バイオマーカー
治験の管理支援や臨床検査なども行っています。



API Chemical,
Development &
Analytical Services

We provide integrated services from

development to commercial scale of advanced

intermediates and Active Pharmaceutical

Ingredients (API).

Almac Sciences provides a range of services for

small molecules, including highly potent and

peptides. We have a proven track record of

saving time and cost through the integration of

our services and application of innovative

biocatalysis and technology solutions.

We offer a full suite of analytical testing for aalso

range different product types including smallof

molecules, peptides, biologics, conjugates,

potent and controlled substances. Our vast pool

of scientific knowledge can help to overcome the

analytical challenges that typically arise during

drug development.

1111

API関連サービス
化学研究および
分析サービス

Almacは、アドバンスト中間体および医薬品有効成分
の開発から商用スケールの製造まで、包括的に取り組
んでいます。

Almac Sciencesでは、高活性化合物やペプチドをはじ
めとする低分子化合物に関連するさまざまなサービスを
展開しています。これらを統合し、画期的な生体触媒 
ソリューションやテクノロジーソリューションと組み合
わせることにより、これまで多くのお客様の時間および
コストの削減に貢献してきました。

また、低分子化合物、ペプチド、生物学的製剤、薬物
複合体、活性物質、規制物質など、さまざまな製品の
分析試験も幅広く実施しています。当社の専門知識を
活用することで、医薬品開発における分析上の課題を
解消できます。



Pharmaceutical
Development

Addressing the increasing pressure on

pharmaceutical companies to bring clinical

candidates through their pipeline faster and with

greater efficiency, Almac Pharma Services

provide expert pharmaceutical drug products

development solutions.

Our can developscientists clinical candidates

into optimum formulations and manufacture

solid oral dose products for all stages of clinical

trials. From developing a fit-for-purpose

formulation for First-in-Human trials, to scaling

up for late phase trials.
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医薬品開発

製薬企業は、自社開発パイプラインにて、これまで以
上に迅速かつ効率的に医薬品候補物質を創製する必
要に迫られています。Almac Pharma Servicesでは、 
専門家による医薬品開発ソリューションを通じて、 
こうした状況への対応を支援しています。

当社の研究員は、医薬品候補物質の最適な製剤化を
実現し、治験のすべてのフェーズで利用できる経口
固形製剤を製造することが可能です。FIH試験用製剤
の開発から、治験後期に向けたスケールアップまで、
あらゆる段階に対応します。



Clinical Services

We have experience in providing anvast

expanding - - thearray of best in class solutions to

global pharmaceutical industriesand biotech .

Guided by our extensive clinical supply

experience and expertise, Almac Clinical Services

is recognised as an innovative, global solutions

provider within the specialised and complex

market of clinical trial supply.

Our integrated and adaptable solutions, offer the

most flexible approach to support the delivery of

global clinical trials from protocol right through to

patient delivery.

Our core purpose is to be the partner of choice,

to deliver the next generation of health care

solutions effectively and to focus on winning for

you and your patients.
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クリニカルサービス

Almacには、世界各国の製薬企業やバイオテック企
業に業界最高水準のソリューションを提供してきた
豊富な実績があります。

なかでも治験薬に関する幅広い知見と経験を持つ
Almac Clinical Servicesは、高度な専門性を要する
複雑な治験薬市場において、革新性を備えた世界的
なソリューションプロバイダーとして認められてい
ます。

包括的かつ柔軟なソリューションを通じて、治験プロ
トコルの策定から被験者募集に至るまで、グローバル
治験の円滑な運営を支援します。

お客様に信頼されるパートナーとなること、次世代
の医療ソリューションの実現を推進すること、そし
てお客様と被験者の利益を最大化することを目指し、
尽力しています。



Clinical Technologies

We help the biopharmaceutical industry bring

new therapies to those in need by empowering

trial sponsors to pro-actively manage sites,

patients and clinical supplies through our

industry-leading Interactive Response

Technology (IRT) and expert consultancy.

The solutions offered by Almac Clinical

Technologies facilitate more than simplifying

patient and trial material management - they

engineer quality into the clinical trial process. Our

technology provides sponsors and CROs with

the visibility and control needed to make data-

driven decisions by leveraging advanced supply

management functionality coupled with real-

time site and patient data in a closed-loop

environment.

Our expertise, energy and commitment have

earned us a reputation as a trusted ally in the

drug development process.
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クリニカルテクノロジー

Almacは、業界トップクラスの自動応答技術（IRT）
と専門家によるコンサルタント業務を通じて、治験
依頼者による治験実施施設、被験者および治験薬の
管理を支援し、バイオ医薬品産業における新規治療
法の開発に貢献しています。

Almac Clinical Technologiesが提供するソリュー
ションは、被験者と治験薬の管理を容易にするだけで
なく、治験の品質向上にも寄与します。当社のテクノ
ロジーにより、クローズド環境において治験実施施設 
および被験者に関するリアルタイムデータと高度な
供給管理システムを連動。プロセスを可視化し管理
を強化することで、治験依頼者と CROによるデー
タにもとづいた意思決定を支援します。

その専門技術、実行力、取り組みにより、Almacは
医薬品開発パートナーとして高い信頼を得ています。



Commercial Services

We provide a wide range of customised

commercial services from supporting product

launch, manufacturing and/or packaging drug

product, to securing supply chain with global

serialisation solutions.

Almac Pharma Services’ flexible, quality-led

commercial solutions range from orphan drug

launches to ongoing high volume commercial

product manufacture, packaging and supply.
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商用化支援

Almacは、医薬品の上市支援から製造および包装、
サプライチェーンの確保、グローバルなシリアル化
ソリューションまで、お客様のニーズに応じた幅広
い商用化サービスを提供しています。

Almac Pharma Servicesの柔軟かつ高品質の商用化
ソリューションは、オーファンドラッグの上市から
医薬品の大規模な商用製造、包装、配送まで網羅し
ています。



Product Sales,
Marketing &
Launch Services

Under the brand name Galen, we help our

partner companies grow and expand into new

markets through sales, marketing and launch

excellence. In addition to our established market

access we also offer expertise in medical affairs,

pharmacovigilance and regulatory affairs.

We are positioned to distribute products across

many global regions including the UK, the

Republic of Ireland (ROI), the Nordics, Europe and

the USA.

We pride ourselves on developing genuine

relationships with our partners, crafting

commercial strategy together and maintaining an

open channel of communication as we manage

their product to success.

Our partners share our commitment to

advancing human health, and we work with them

as one team with a common goal.
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製品販売
マーケティングおよび
上市支援

Almacでは Galenというブランドのもと、販売、マー
ケティング、上市などの分野を中心にパートナー企
業の成長と新市場への進出を支援しており、市場へ
のアクセスだけでなく、メディカルアフェアーズや
医薬品安全性監視、規制関連業務に関する専門知識
を提供しています。

また、英国をはじめ、アイルランド、北欧、ヨーロッパ、
米国など、世界各地域への製品配送も行っています。

製品の成長を支援するにあたっては、パートナー企業
との信頼関係を重視し、コミュニケーションを密接に
取り合いながら、商用化戦略を共同で策定します。

人びとの健康の増進という共通の目標に向けて、パー
トナー企業とともに、ひとつのチームとして取り組
みます。



Our Global Expertise
and Experience

• 5,600+ employees

Over years’ experience• 50

facilities• 17

Contributed to over of FDA approved• 70%
NME’s (2015-2018)

Work with all top BioPharma companies• 25

Network of in-country depots for clinical supply• 60+
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国際的な知見と実績

 ・ 5,600人以上の社員

 ・ 50年以上にわたる実績

 ・ 18箇所の施設

 ・ 2015年～ 2018年に FDA承認を取得した新有効 
 成分含有医薬品（NME）の約 70%に関与

 ・ 上位 25社のバイオ医薬品企業すべてと提携

 ・ 国内 60箇所以上の治験薬保管デポ



Our Locations

UK & Europe

Global HQ - Craigavon, Northern Ireland

EU HQ - Dundalk, Ireland

Belfast, Northern Ireland

Athlone, Ireland

Elvingston, Scotland

Charnwood, England

Manchester, England

Gothenburg, Sweden

Copenhagen, Denmark

USA

US HQ - Souderton, PA

Audubon, PA

Lansdale, PA

San Francisco, CA

Durham, NC

Asia Pacific

Asia HQ - Singapore

Tokyo, Japan
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所在地

英国およびヨーロッパ

グローバル本社：クレイガヴォン（北アイルランド）
ヨーロッパ本社：ダンドーク（アイルランド）
ベルファスト（北アイルランド）
アスローン（アイルランド）
エルビングストン（スコットランド）
チャーンウッド（英国）
マンチェスター（英国）
ヨーテボリ（スウェーデン）
コペンハーゲン（デンマーク）

米国

米国本社：ソーダートン（ペンシルバニア）
オーデュボン（ペンシルベニア）
ランズデール（ペンシルベニア）
サンフランシスコ（カリフォルニア）
ダーラム（ノースカロライナ）

アジア太平洋

アジア本社：シンガポール
東京（日本）



Late founder and chairman,
Sir Allen McClay

The McClay Foundation, which wholly owns the Almac Group, was

founded by Sir Allen McClay and exists to make meaningful

improvement and advancement in human health.

The McClay Foundation’s objectives are:

1. To support and encourage research and innovation.

2. To advance the use of diagnostic tools and drugs in the

prevention, control and cure of diseases.

3. To ensure latest advances in healthcare are available to all,

including developing countries.

4. To generate and promote employment opportunities.

5. To support and promote such educational purposes as the

trustees shall select, provided that such purposes shall be

exclusively charitable in law.

The McClay Foundation’s four strategic focus areas are:
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マクレイ財団

Almacグループを完全所有するマクレイ財団は、人びとの健康を改
善し増進するというビジョンのもと、サー・アラン・マクレイにより 
設立されました。

マクレイ財団の目的：

1　研究とイノベーションを支援し促進すること
2　疾患の予防、管理および治療に向けて、診断ツールと医薬品の活
用を推進すること

3　発展途上国を含め、すべての人びとが最新のヘルスケアを利用で
きるようにすること

4　雇用機会を創出し、促進すること
5　評議委員が法に定める公益目的事業であることを前提に選定した
教育推進団体を支援すること

マクレイ財団が注力する 4つの戦略分野：

新薬の研究開発

終末期にある人びとのための研究
にもとづいたケア

がん研究：ターゲット分子および
バイオマーカー

経済的に貧しい地域や社会におけ
る健康と福祉の増進

創業者兼元会長
サー・アラン・マクレイ



Partnering to Advance Human Health

アジア本社
+65 6309 0720

日本オフィス
+81 3 4233 9178

米国本社
+1 215 660 8500

ノースカロライナ施設
+1 919 479 8850

グローバル本社
+44 28 3833 2200

EU 本社
+353 42 932 0718

お問い合わせ

almacgroup.jp


