
東京都中央区日本橋本町 4-5-14
入江ビル 5階

tel 03-3231-1612（代表）　fax 03-3270-3760
https://www.sakurasi.com 
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私たちサクラエスアイは、

高度な洗浄・滅菌テクノロジーを基盤とし、国内外の産業・科学分野向けに

新しい滅菌装置・培養関連機器・水処理機器を中心としたシステムを提供しています。

※SAKURA SI（サクラエスアイ）のSIは
「Science（科学）＆Industry（産業）」そして
「System（システム）＆Information（情報）」
という意味を持っています。

最新の世界基準をベースに確かな実績と先進技術により、

多様化するお客様のニーズにお応えします。

今までも、そしてこれからも

サクラエスアイはお客様の

トータルソリューションプロバイダであり続けます。

私たちサクラエスアイは
お客様の最も身近なビジネスパートナーとなるべく

さらなる発展のため、飛躍し続けます。

「サクラエスアイ」を
ご存知ですか？

We continue progressing for further advancement to be your nearest partner.

Custmomer
Setistaction

顧客満足
主義

Technology

高度な
技術力

Support

完璧な
サポート体制

ごあいさつ

SGHC会長 兼
SAKURA SI取締役名誉会長
松本 謙一

SAKURA SI
代表取締役社長 兼 COO
木下 正道

サクラエスアイ㈱とは、医療で培った高度なテク
ノロジーを駆使して産業科学分野への新たなる挑戦
を続ける企業であり、SGHC（サクラ・グローバル
ホールディング・カンパニー）の有力なグループ企
業でもあります。

歴史と伝統
その先達は約400年前、泉州堺から江戸に出て以
来､連綿として薬種問屋を営み、明治４年からは医
療機器に専門特化し今日に至りました。この間、医
薬品・医療機器の基本法たる薬機法の「信頼性・安
全性・有効性」の精神に則り内外のお客様の厚い信
頼に応えて参りました。

グローバル・ニッチ
これこそサクラ・グループの企業理念です。世界
市場で「洗浄・滅菌」と「病理・細胞診断」の2つの
ビジネスドメインに専門特化した上に昨今では2次
元バーコードやRFID等のIT技術も付加した「トー
タル・ソリューション・プロバイダー」の道も歩ん
でいます。

サクラエスアイ
こうして医療で培った「洗浄・滅菌」技術を基に
製薬・食品・化粧品・電子部品などの産業各野やバ
イオなどの科学分野へも国際的にチャレンジしてい
こうと着実な歩みを続けております。
それを支えているものは、①お客様の多様なニー
ズにお応え出来る「設計・開発力」 ②安定した品質
の製品を供給できる「製造力」 ③洗浄・滅菌のソフ
トウェアとしての「バリデーション（保証）」力 ④い
つ迄も安心して御使用頂ける性能を保持出来る「メ
ンテナンス」力などです。このほか運用・教育・コ
ンサルティング等も含めた「トータルソリューショ
ン・プロバイダー」であり、高度な技術者集団でも
あります。

SAKURA SI is continuing a new challenge to 
industry and science based on advanced medical 
technology, in addition to leading company in the 
SGHC (Sakura Global Holding Company) Group.
SAKURA Group has long history and tradition.Our 
ancestor came to Edo from Sensyu Sakai before 
about 400 years ago, they had run wholesale of a 
pharmacopeia. And they have specialized medical 
instruments from Meiji 4years. Nowadays, we 
have fulfilled the thick trust of internal and 
external customer, because we conform the 
Pharmaceuticals and Medical Devices Law for our 
products.
Global Niche is ideal of SAKURA Group.
Our group has specialized 2 business domain of 
"washing/sterilization" and "pathology/cytology", 
moreover we are walking by total solution 

provider that add the IT technology of bar-cord, 
RFID etc.
SAKURA SI is challenging industry of pharmacy, 
food, cosmetics and electronic equipment, science 
of bio and international market based on 
sterilization/washing technology. As following 
facts are supporting SAKURA SI challenge. 1. 
Design and Development skills : Can fulfill the 
diverse needs of customers. 2. Production skills : 
Offer the best quality products to the customers. 
3. Validation skills : By software of washing and 
sterilization. 4. Maintenance skills : Maintain the 
performance of equipment, when customer use. 
Furthermore SAKURA SI will be total solution 
provider include operation, education, consulting. 
Also they are a group of advanced technology.

弊社は、2005年1月4日にサクラ精機㈱より分社独立して以来、産
業分野向け滅菌装置、蒸留水装置、培養・調製装置の設備等及びその周
辺機器を中心に営業活動をして現在に至っています。
弊社は、サクラ精機時代より長年にわたり製薬、医療用具、食品、化粧
品の各メーカーに装置設備を納入し滅菌装置の前段・後段の装置へと守
備範囲を拡げてきました。そしてこの経験をさらに活かし国内から海外
へと市場を拡げてきました。医薬品・医療用具の分野は人類にとって欠
かす事のできないものであり、常に進歩しています。
弊社もそれに対応できる組織を作り、サクラグループの精神を受け継
ぎながら成長して行く企業を目指し社会に貢献をしてまいります。変化
の激しい時代にあって常に新しい製品の開発、最新の世界基準に対応し
た製品を顧客に提供できるよう、これまでに培ってきた技術力と提案力
を土台として今後も飛躍します。明確な戦略を持って成長企業で有り続
けるよう、また、社員に対してもより良い環境で働く事のできる会社を
一丸となって邁進し努力してまいります。

SAKURA SI was spun off from SAKURA 
SEIKI Co., Ltd. at 4th, January, 2005.
And we have sale an equipment related 
sterilization, distilled water, cultivation 
and other peripheral equipment of the 
industry field.
For a long time, our company has 
extend our territory from 
pharmaceutical, medical instrument, 
foods and cosmetic to the equipment of 
fore and after step of sterilization.
And we have extend our market from 
domestic to overseas with these 
experiences.
The field of pharmaceutical and medical 
device have needed for human beings 
and that field has evolved always.
We make an organization to catch up 
the evolution by SAKURA group spirits, 
and we aim to a growing company to 
contribute a society.
In a rapidly changing world, we are 
keep trying to provide a developed new 
product based on the latest global 
standard for our customer’ s needs.
SAKRUA SI will keep evolving with 
acquired technical knowledge and 
proposal skills from now on.
And we will try to be a growth company 
with reliable strategy by all staffs.

SAKURA SI provides sterilizer, BIO instrument, 
water treatment equipment on the industrial / science
filed based on the high quality technology of washing and sterilization.  
And we suggest new model of the sterilization and cultivation.
*Our company name SI has meaning the “Science & Industry” and
 “System & Information”
We meet several customer needs based on the latest worldwide standards 
with actual results and advanced technology.
Now and in the future,
SAKURA SI continues to be a total solution provider for customer.

Greeting

SGHC Representative President and
 SAKURA SI Honorary Chairman
KENICHI  MATSUMOTO

President & Chief Operating Officer
MASAMICHI  KINOSHITA

Speedy

スピーディな
対応

Achievement

豊富な
納入実績



営業内容

Find the best method of sterilization and the size through a meeting against 
customer’s needs of product shape/size and packaging.

製　造

Production

コンサルティング

Consulting

講習会
（ISO, GMP, CSV等）

Planning

プランニング

実機テスト

Test

運用・管理

Operation /
Management

性能・品質評価

Evaluation

対象滅菌物の形状・サイズや包装形態、1処理あたりの
量など、ご要望を基に詳細な打ち合わせを実施。最適な
滅菌方法や滅菌装置のサイズなどを決めていきます。

Find the best equipment based on an evaluated data of performance and 
quality. And we present the result and submit a quotation for customer's 
decision.

コンサルティングや性能・品質評価のデータを基に
最適な装置のプランを立案。プレゼンテーションの
実施、お見積書をご提出しご検討いただきます。

We design and develop your equipment used our know-how 
and knowledge based on the latest global standard.

最新の世界基準をベースに今まで積んできた
技術とノウハウを基に設計・開発いたします。

Our factory is the biggest factory in Japan. 
Even if you order several units, we can manufacture the several units 
at a time.

のべ製造台数、歴史のある日本最大級の滅菌装置
製造工場で製造いたします。複数台のご注文をい
ただいた場合でも、同時に製造が可能な工場です。

Validate to confirm the function, specification and performance 
by actual equipment to meet the customer’s needs.

お客様のご要望どおりの機能・仕様・性能を
満たしているか、実機を使用してのバリデー
ションを実施いたします。

Do an installation inspection, calibration, annual 
maintenance and repair in your behalf.

落成検査、性能検査、定期メンテナンス、
修理などを代行・管理いたします。

We hold a seminar to inform the knowledge of sterilization, sterilizer, validation and CSV etc. for your using.
Contents are included ISO/JIS standard and other specialized knowledge as your request.

滅菌や滅菌装置、バリデーション・CSVなどに関する知識を幅広く知っていただき、安心
してご使用いただくことを目的とした講習会やセミナーを随時行っております。内容は
ISO／ JIS規格に基づき、基礎から専門的なことまで、ご要望に応じて開催いたします。

Do a test to find the best condition of sterilization, drying and 
cooling based on a consulting.

コンサルティングの内容を基に、より最適な
滅菌・乾燥（冷却）サイクルを試験（性能・品
質評価）いたします。

設計・開発

Design /Development

BUSINESS CONTENTS Seminar /Workshop

コンサルティング

製造 実機テスト

運用・管理 講習会

プランニング

性能・品質評価



国内・外の産業／製薬・科学分野向けに、顧客満足を第一とした品質の提供をしており、
コンサルティングから性能・品質評価、運用・管理まで、
より最適な滅菌環境の実現をトータルサポートします。
是非、豊富な納入実績を持つ、私たち「サクラエスアイ」にお任せください。
We provide total support of the best sterilization circumstances from consultation to validation against function /quality, 
operation and management on the industry / pharmacy and science filed.
And we will provide constant quality on the Japan and abroad continually with a lot of results.
Please entrust SAKURA SI.

■取扱製品

❺廃液処理装置　Waste-Liquid(Drain) treatment equipment

❻自動搬送装置 ※クリーンルーム対応　Automatic Conveyor System (※ Correspond to the clean room)  

❼キャリブレーション／バリデーション機器　Calibration/Validation Instrument

❽培養装置 ※卓上から大型まで　Cultivation Equipment (※ Various sizes)

Pure-Steam Generator / Distilled Water Generator

❹ピュアスチーム　Pure Steam

ピュアスチーム発生装置／蒸留水製造装置

Ultrasonic Washing machine / Ultrasonic-vacuum Washing machine

❸洗浄装置　Washing Machine

超音波洗浄装置／超音波真空洗浄装置

High-pressure High-temperature Shower Sterilizer / High-temperature High-pressure Sterilizer for test

❷加熱殺菌処理装置　Heat Sterilizer

熱水噴射式調理殺菌装置／高温高圧調理殺菌試験機

High-Pressure steam / Ethylene Oxide gas / Dry Heart / Biohazard / Ventilation / 
High-temperature High-Pressure shower spray / Hydrogen peroxide gas

❶滅菌装置　Sterilizer

高圧蒸気／酸化エチレンガス／乾熱／バイオハザード／ベンチレーション
高温・高圧シャワー滅菌（殺菌）／過酸化水素ガス

❾ジャーファーメンター、バイオリアクター　Jar fermentor, Bioreactor

10キャリブレータ、真空発生装置、ロガ　Calibrator, Vacuum Generator, Logger

11製造記録管理システム　System for CSV

21 CFR Part 11対応

Coming Soon

弊社は皆様から頂戴しました、使用感やご意見・ご要望を基に新しい、時代
を先取りした装置の開発に常に取り組んでおります。豊富な開発実績のノウ
ハウを活かし、ISO/JIS、GMPなど、様々な方向から将来にわたり安心して
ご使用・ご満足いただける装置の開発に努めております。

Always SAKURA SI is engaging to develop the equipment 
ahead of the curve based on customer’s needs and opinions.
And we are working to manufacture a equipment for 
customer’s satisfaction with abundant know-how and 
development results based on ISO/JIS, GMP, etc.

取扱製品
Products

アイちゃん エスくん



Corporate Profile 

会 社 概 要

会社名

URL

設立年月日

資本金

Company 

Founded

Capital

Fiscal month

Representative

Employees

Business Contents

決算期

代表者

従業員数

事業内容

主要取引先
Customer

Location

SAKURA Group 

所在地

サクラグループ

SAKURA SI Co., Ltd.

4th. January, 2005

 50,000,000

9月
September

石塚　悟（代表取締役会長） 木下　正道（代表取締役社長）

●医療器械・理化学器械・設計・製造及び販売並びに輸出入貿易
●管工事及び機械・器具設置工事の請負と設計施工並びに監督
●その他関連商品の製造、販売、輸出、輸入

製薬会社、食品会社、化粧品会社、研究室、医療機器・機材、半導体、バイオ関連、他多数

47 (1st January 2022 point of time)

5th Fl., IRIE Bldg., 5-14, Honcho 4-chome, Nihombashi, Chuo-ku,
Tokyo, 103-0023, Japan

【事業拠点】　長野、東京、大阪

Market Area 日本（他のアジア地域）Japan(other Asian countries)

USA(North and South America)USA（北＆南アメリカ）

Europe(The Middle East and Africa)ヨーロッパ（中東＆アフリカ）

(Cleaning and Sterilization for industry use)

(Cleaning and Sterilization for medical use)

(Pathology and cytology business arenas)

産業向けの洗浄・滅菌 

医療分野向けの洗浄・滅菌

病理・細胞分野 
Business Domain

サクラエスアイ株式会社（英文社名：SAKURA SI CO., LTD.）

2005年（平成17年）1月4日

5,000万円

SATORU ISHIZUKA (Chairman & Chief Executive Officer) MASAMICHI KINOSHITA (President & Chief Operating Officer)

47名（2022年1月1日時点）

• Design, manufacture, Sales, foreign trade for Medical equipment / Physics and Chemistry instrument.
• Installation, Piping construction and Supervision of equipment / instrument.
• Manufacture, Sales, Export and Import for other related products.

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-5-14 入江ビル5階

 Branch Office     Nagano, Tokyo, Osaka     

サクラグローバルホールディング株式会社

Customers : Company of Pharmacy, Food, Cosmetics, Medical equipment, Semiconductor, Bio and Laboratory etc.

https://www.sakurasi.com



Business Branch

事 業 拠 点
▎本　社 Head Office

本　社
Head Office

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-5-14 入江ビル5階
TEL. 03-3231-1612（代表）／ FAX. 03-3270-3760
［アクセス］ JR総武線 新日本橋駅（6番出口）より徒歩2分 
 地下鉄銀座線 三越前駅（A10番出口）より徒歩5分 
 JR山手線・京浜東北線・中央線、東京メトロ銀座線 神田駅（東口または南口）より徒歩5分

5th Fl., IRIE Bldg., 5-14, Honcho 4-chome, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0023, Japan 
Phone. +81-3-3231-1612 / FAX. +81-3-3270-3760

▎支　社 Branch Office

長野営業課
Nagano Sales Section

〒387-0018　長野県千曲市大字新田 124
TEL. 026-273-3581 ／ FAX. 026-273-3620

 屋代駅より車輌で10分 
  更埴ICより15分

124, Shinden, Chikuma-shi, Nagano, 387-0018, Japan 
Phone. +81-26-273-3581 / FAX. +81-26-273-3620

技術本部
Engineering Department

〒387-0018　長野県千曲市大字新田 124
TEL. 026-273-3585 ／ FAX. 026-273-3620
［アクセス］ しなの鉄道 屋代駅より車輌で10分 
 車輌を利用 更埴ICより15分

124, Shinden, Chikuma-shi, Nagano, 387-0018, Japan 
Phone. +81-26-273-3585 / FAX. +81-26-273-3620

東京営業課
Tokyo Sales Section

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-5-14 入江ビル5階
TEL. 03-3231-1612（代表）／ FAX. 03-3270-3760
［アクセス］ JR総武線 新日本橋駅（6番出口）より徒歩2分 
 地下鉄銀座線 三越前駅（A10番出口）より徒歩5分 
 JR山手線・京浜東北線・中央線、東京メトロ銀座線 神田駅（東口または南口）より徒歩5分

5th Fl., IRIE Bldg., 5-14, Honcho 4-chome, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0023, Japan 
Phone. +81-3-3231-1612 / FAX. +81-3-3270-3760

大阪営業課
Osaka Sales Section

〒532-0004　大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-28 新大阪テラサキ第3ビル3階
TEL. 06-4807-7644 ／ FAX. 06-4807-7645
［アクセス］ JR新大阪駅中央出口下車、2階コンコースを通過し、地下鉄6番出口経由徒歩10分 
 地下鉄御堂筋線 新大阪駅4番出口より徒歩6分

3th Fl., Shin-Osaka TERASAKI 3rd Bldg., 5-28, Nishimiyahara 1-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 532-0004, Japan 
Phone. +81-6-4807-7644 / FAX. +81-6-4807-7645

▎教育センター Education Center　※サクラ精機株式会社 SAKURA SEIKI Co., Ltd.

長　野
Education Center

〒387-0013　長野県千曲市大字小島3175
TEL. 026-272-4792 ／ FAX. 026-273-5083
［アクセス］ しなの鉄道 屋代駅より徒歩3分 

3175, Ojima, Chikuma-shi, Nagano, 387-0013, Japan 
Phone. +81-26-272-4792 / FAX. +81-26-273-5083

［アクセス］ しなの鉄道
車輌を利用


