シダックスの「安心・安全」

SHiDAX’s Safe and Reliable Services

シダックスグループは、
「地球への愛情」
「お客様への愛情」を真剣に考え、
地球環境への影響に配慮し、
「安心・安全」を最優先した事業活動に取り組んでいます。
In its business activities, the SHiDAX Group places top priority on safe and reliable services
that consider the impact on the global environment, reflecting the Group’s sincere
commitment to its customers and the Earth.
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Food Quality and Hygiene Management
Hygiene management: HACCP* approach to meal services
For our meal service facilities, we have formulated our own regulations, called Food Service HACCP. These regulations cover all
food-related processes, from production and distribution to preparation. In this way, we work hard to ensure the safety of the food we
supply. By also applying the regulations to our restaurant karaoke
outlets, specialty restaurants, and other facilities, we are always
practicing high-quality hygiene management on a Groupwide basis.
*HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points): A method of food hygiene
management developed by NASA to ensure food safety for manned space
missions.

Rigorous temperature and freshness control to ensure delicious taste Committed to supplying customers with food in its
most delicious state, we set three temperature zones (frozen,
chilled, and room temperature) for foodstuff distribution and conduct meticulous freshness checks across all processes to ensure
proper quality control.
Acquisition of quality management certification The Group’s
headquarters and some of its outlets and facilities have acquired
ISO 9001 certification. In 2014, we received two Integrated Man-
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施設・設備の安全管理
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agement System Certificates (for quality management and environmental management) from Bureau Veritas Japan Co., Ltd. These
efforts reflect our ongoing commitment to improvements in quality
control.

name of producer, presence or absence of allergic substances, and
nutritional breakdown. This data can be accessed from anywhere
via the SHiDAX network, allowing store personnel to instantly grasp
the history of any item.

Safety-Oriented Vehicle Management

Safety Management for Foodstuffs
and Consumables

Allergy Meal-Service Safety Committee With a membership
that includes academic experts from outside the Company, the
Allergy Meal-Service Safety Committee conducts year-round quality
control activities. We have also produced a booklet giving guidance
on allergy-conducive food. In addition to outlets and facilities under
our contracted management, we provide the booklet free of charge
to child-minding centers and kindergartens on request.
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Unified management of safety and reliability Through our consolidated purchasing and distribution system, we supply safe and
reliable foodstuffs and consumables.
We have set stringent control standard across all processes,
from place of production and/or factory to distribution, and we handle around 8,000 foodstuffs, each with a Quality Assurance Certificate procured under the watchful eyes of food specialists. We also
handle around 4,000 cooking utensils and consumables—from
items brought to the mouth like chopsticks and cups to cutting
boards and detergents—all confirmed to be safe and reliable.
“Food health record” for all foodstuffs through rigorous information management At SHiDAX, we prepare a “food health
record” for each item in order to trace its production and distribution
history. Each item is tagged with information on location of production,

Safety Management of Facilities and Equipment
Dedicated to providing “comfortable functions and spaces,” we
design and construct optimal facilities matched to the requirements
of each facility and the needs of customers. Our restaurant karaoke
outlets, for example, have barrier-free equipment as well as kids’
rooms for customers with children and cheerful reception areas.
In addition, we offer proposals for enjoyable cafeterias and
high-sense company dining halls and build facilities that give all
customers feelings of safety, peace of mind and joy.

At SHiDAX, we employ professional drivers, whom we refer to as
“driving service engineers,” who have received proper education and
training and thus can promise safety and reliability in their driving
skills. In addition to confidentiality obligation, they are well versed in
etiquette and compassion, and provide comfortable driving services
to customers.
Rigorous training curriculum for driving service engineers Focusing on the basic elements of the service industry—courtesy, impression, and compassion. In addition to driving skills, therefore, we undertake our own driver education with a strong emphasis on courtesy.
“Safety and reliability” certification acquired
• ISO 39001 The Tokyo Vehicle Headquarters of DAISHINTO Inc.,
a subsidiary engaged mainly in vehicle fleet management, became
the first in the industry to obtain certification under ISO 39001,
DAISHINTO’s branches and offices nationwide are in an effort to
ensure greater levels of safety and reliability to customers.
• Privacy Mark Important information is often exchanged in executive vehicles. To ensure strict confidentiality, two of our subsidiaries
— DAISHINTO Inc. and SHiDAX DAISHINTO HUMAN SERVICE
Inc.—have obtained Privacy Mark accreditation.
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