Level Five appointed as Cresset’s distributor in Japan
Cambridge, UK – 1st April 2016 – Cresset, innovative provider of software and discovery
services for small molecule discovery and design, announces the appointment of Level
Five Co. Ltd. as distributor of their computational chemistry software and services in
Japan.
“The appointment of Level Five provides us with a dedicated channel to deliver our tools
to the Japanese marketplace and will enable us to respond to the specific needs of
potential customers in Japan” said David Bardsley, Commercial Director at
Cresset. “Level Five has an established record of collaboration with its customers. I look
forward to working with them to increase our presence in this important market.”
“We are delighted to represent Cresset who have an excellent scientific reputation of
providing innovative solutions to customers around the world” said Chiho Terachi, Chief
executive Officer at Level Five. “We look forward to introducing these solutions to the
Japanese market and helping drive growth and enhanced commercial success in the
future.”
END
Media Contacts
Cresset: Sue Peffer, Marketing Manager, Email: news@cresset-group.com; Phone: +44
(0)1223 858890
About Cresset
Cresset’s software and discovery services are used by chemists from the world’s leading
research organizations. Our patented methods deliver novel, realistic results for
discovering, designing and optimizing the best small molecules in industry sectors
including: agrochemicals, fine chemicals, flavor, fragrance and pharmaceuticals.
www.cresset-group.com
About Level Five
Level Five Co., Ltd is a Japanese company specializing in serving the life sciences
community by providing integrated total scientific software solutions. More to be added
by Level Five.
www.level-five.jp

株式会社レベルファイブ（本社：港区）と英 Cresset は、日本におけるビジネ
スデベロップメントを共同で実施します
英国、ケンブリッジ 2016 年 4 月 1 日 – 低分子の開発とデザインのためのソフトウェアと研究開発に
おいて革新的なプロバイダである Cresset は、日本での計算化学ソフトウェア及びサービスの販売代理
店として、株式会社レベルファイブを任命することを発表した。
「レベルファイブの代理店任命により、日本市場における我々の製品販売網の提供及び、日本での潜在
的なお客様に対する個別ニーズへの対応を可能にしてくれるだろう。レベルファイブは、すでに日本の
顧客との共同研究の実績がある。私は、彼らと働くことにより、我々の存在感をこの日本という重要な市
場で発揮できることを楽しみにしている。
」と Cresset コマーシャルダイレクターの David Bardsley は語
った。
また、レベルファイブ代表取締役寺地知帆は次のように述べた。
「我々はCresset社との契約を喜ばしく
思っている。Cresset社は科学分野において定評があり、世界中のお客様に革新的なソリューションを
提供している。我々は、日本市場にCresset社のソリューションを導入し、将来、バイオ分野の活性化
と付加価値を提供できることを楽しみにしている。
」
以上
お問い合わせ
Cresset: Sue Peffer, Marketing Manager, Email: news@cresset-group.com; Phone: +44 (0)1223 858890

株式会社レベルファイブ：広報担当 中川 隆広 Email:info@level-five.jp Phone:03-5403-5917

Cresset について
Cresset のソフトウェアとサービスは、世界を牽引する研究機関のケミストに使用されています。我々が
有する方法は、農薬、精製化学、フレーバー、香料、医薬品を含む業種において最適な低分子を発見、デ
ザイン、最適化するための革新的かつ現実的な結果を提供します。
www.cresset-group.com

レベルファイブについて
株式会社レベルファイブは統合された総合科学ソフトウェアソリューションを提供するライフサイエン
スコミュニティーに特化した日本の企業。詳しくはレベルファイブのホームページにて。
www.level-five.jp

