成長の軌跡

Growth Trajectory

ビジネス領域の拡大と市場の創造
1959 年に社員食堂の受託運営からスタートしたフードサービス事業以来、レストランカラオケ事業、トータルアウトソーシング事
業、スポーツ＆カルチャー事業へとビジネス領域を拡大し、常に 社会から求められることは何か を考え、自らを変革してきました。
「シダックス・アカデミー」を創設。「学び」をキーワードにしたビジネスモデル構築によ
そして、会社設立 55 周年を迎えた2015 年、
2015 シダックス・アカデミーを Established SHIDAX ACADEMY of

るソーシャル・ウェルネス（健全・健康な社会）の実現に向け、新たなチャレンジを開始しています。

HUMAN COLLEGE

創設

2014 女性専用フィットネススタジオ Launched the SHiDAX VIGROS chain of fitness
「ヴィグロス」の運営開始

studios exclusively for women
Launched Health & Beauty Business to undertake

ヘルス＆ビューティー事業
Health and Beauty Business

2013 ホテル・旅館などのエステティックサロンの受託 consigned management of esthetic salons in hotels,
運営を行う、ヘルス＆ビューティー事業開始

Japanese inns, etc.

2013 東京・渋谷に、フィットネスとカルチャースクールを Opened CULTURE WORKS, a facility that integrates
融合した施設「カルチャーワークス」をオープン

1999 レストランカラオケ店舗で

スポーツ＆カルチャー事業

カルチャースクールの運営開始

Sports and Culture Business

Launched culture school operations
at restaurant karaoke outlets

2007 大新東（株）の株式取得、車両運行 Purchased shares in DAISHINTO Inc.; entered fleet

トータルアウトソーシング事業

管理、社会サービスに参入

Total Outsourcing Businesses

スペシャリティーレストラン事業
Specialty Restaurant Businesses

2000 一元物流システム

エスロジックス事業

「エスロジックス」を本格始動

Slogix Businesses

1998 カラオケ業界

レストランカラオケ事業
Restaurant and
Karaoke Businesses

売上高 1 位を達成

1993 東京都立川市に
1 号店を開店

コンビニエンス中食事業
Deli and Convenience Services

1983 オフィスビル内で
売店営業を開始

メディカルフードサービス事業 1986 病院給食へ
Medical Food Services

コントラクトフードサービス事業
Contracted Food Services

本格参入

2003 外食

給食サービスを開始

Full-fledged launch of distribution business
(Slogix)

Achieved top sales ranking
in karaoke sector

2014

Opened first outlet
(in Tachikawa, Tokyo)

2013

Full-fledged entry into hospital
meal service business

2007

1985 事業所給食
Achieved top sales ranking for
売上高 1 位を達成 meal services to businesses

2003
1986

1959

総合給食サービス企業
Comprehensive meal
service company

給食サービス企業
Meal service company
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2015

Entered restaurant business

Opened outlets inside
office buildings

Commenced meal service
in Chofu, Tokyo

vehicle management and social service businesses

レストラン事業に進出

ソーシャル・
ウェルネス・カンパニー

健康創造
総合サービス企業

1960 会社設立 Company established
1959 東京都調布市で

fitness and a culture school, in Shibuya, Tokyo

総合サービス企業

Social wellness
company

Health creation
company

Comprehensive
service company

総合フードサービス企業
Comprehensive
food service company

Expanded our business domains and created market
Since our foundation in 1959 as a provider of prepared meals food services, we have consistently transformed ourselves by always
contemplating what we can do to serve society. In the process, we have expanded our business domains and diversified into multiple
fields, including restaurant and karaoke businesses, total outsourcing services, and sports and culture business. As we approach
our 55th anniversary in 2015, we recently established the SHIDAX ACADEMY of HUMAN COLLEGE. This marks the launch of a new
challenge in our question to deliver “social wellness” by building an education-based business model with “learning” as the keyword.
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