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ソーシャル・ウェルネス・
アカデミー

ヘルス & ビューティー・
アカデミー

ジャパンカルチャー・
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Japan Culture
Academy

Art and Performance
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人生を輝かせる「学び」を7つのジャンルに分類。独自の
カリキュラムを持つスクール（講座）をカルチャーワークス
（東京都・渋谷）、ならびに全国のシダックスカルチャーク
ラブなどにおいて運営していきます。

SHIDAX ACADEMY of HUMAN COLLEGE

心」を育み、人と人との絆を深め、健全で豊かな社会を実現
すると考えます。私たちの考える「学び」とは、知識・技術
に加え大切なことを見極める「真の智恵」の習得、自らが向
上することによる「人生の喜び」、先生（講師）と生徒の師弟
関係による「感謝と尊敬の気持ち」を培うものです。
「感
2015 年 4 月に真の「学び」を実践、実現する場として、
謝・尊敬・向上・喜び」
を共通理念とする「シダックス・アカ
」
を創
デミー（SHIDAX ACADEMY of HUMAN COLLEGE）

At SHiDAX, we believe that “learning” is the best way to cultivate
the “beautiful hearts” inherent in all humans and build bonds
between people to realize a sound, abundant society. By “learning,”
we mean obtaining “true wisdom”—the ability to identify important
things in addition to knowledge and skills—and cultivating “joy of
life” through self-improvement and feelings of appreciation and
respect through close teacher-student relationships.
In April 2015, we established the SHIDAX ACADEMY of HUMAN
COLLEGE as a place of practicing and realizing true “learning” with
a shared commitment to appreciation, respect, improvement, and
joy. The Academy will spearhead our efforts towards the sound and
beautiful advancement of people and society.

文化集積地・渋谷から最先端のコンテンツ
を提供する、知性と身体を総合的に高める
日本初の新しい「学びの場」。
( 2013 年運営開始 )

Located in the cultural hub of Shibuya,
this new place of learning, the first in
Japan, provides leading-edge content to
comprehensively enhance people’s lives,
both intellectually and physically.

リベラルアーツ・
アカデミー
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SHIDAX ACADEMY
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シダックスは「学び」こそ、人が本来持っている「美しい

Dance and Music
Academy

スポーツ & フィットネス・
アカデミー

At the Academy, we provide “learning” that brightens people’s
lives, classified into seven genres. The Academy is operated
through CULTURE WORKS (Shibuya, Tokyo), which has its
own curriculum, and the nationwide network of SHiDAX Culture
Club outlets.

シダックス・アカデミー

カルチャーワークス

ダンス & ミュージック・
アカデミー

CULTURE CLUB
シダックスカルチャークラブ
キッズからシニアまで楽しめる講座を展開
する、日本最大級のカルチャースクール。
※ 全国 119 店舗（2015 年 6 月末現在）
（1999 年運営開始）

With 119 outlets nationwide (as of June 30,
2015), this is one of Japan’s largest culture
schools, offering classes for everyone’s
enjoyment, from children to seniors.
(Opened in 1999)

(Opened in 2013)

設。人と社会の健全で美しい発展の一翼を担っていきます。
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