プロフィール Profile

事業領域・サービス

Business Domains and Services

シダックスグループは、健 康で幸 福な人 生を実 現するために必要な「運動・栄養・休息・心・美」を満たすあらゆるサービスを

Corporate Structure

企業構造

シダックスグループは、各事業が密に交差し連携する「水平垂直統合型企業構造」を構築しています。水平軸における3つ

提 供しています。 常に 社 会から求められていることは何か を考え、事 業 領 域を拡 大し、サービス内 容も社 会の変 化に合わ

のサービス領域〈法人（Business）、消費者（Consumer）、自治体・公共団体（Public）〉はお客様によってセグメントされ、安定し

せて柔 軟に拡 充してきました。 そして、お客 様に必 要なサービスを組み合わせて提 供する「トータルアウトソーシングサービ

たバランス経営を実現しています。垂直軸には、経営資源（ヒト・モノ・ジョウホウ）を共有化するプラットフォーム
（統合ロジス

ス」はシダックスにしか提 供できないサービスであり、オンリーワンの総 合サービス企 業というポジションをさらに強 固なも

ティックスと研究開発機関）
を配し、水平軸の事業体とのスピードと徹底力を持った潤滑な連携体制を構築しています。この独

のへと高めています。

自のリレーション構造が、グループ総合力を活かした付加価値の高いサービス提供を実現しています。

Platform
（ヒト・モノ・ジョウホウ）

Fitness

栄養

運動

Nutrition
その他の事業

Other Businesses
コンビニエンス中食事業

スペシャリティーレストラン

（ Specialty Restaurant

Deli and Convenience Services

休息

心

メディカルフードサービス事業

トータルアウトソーシング事業

Medical Food Services

Total Outsourcing Businesses

BtoB
usiness

）

BtoC

usiness

usiness

B toP
usiness

onsumers

ublic Entities

その他の事業

Other Businesses

コントラクトフードサービス事業

Relaxation

Peace of
Mind

その他の事業

Restaurant and Karaoke Businesses

スポーツ＆カルチャー

（ Sports and Culture ）

Beauty

The SHiDAX Group provides a multitude of services needed by customers that encompass all of the elements necessary for healthy and happy
customers: “fitness, nutrition, relaxation, peace of mind, and beauty.” We have expanded our businesses by always contemplating what we can
do to serve society, and flexibly upgraded our service content according to social changes. The Group’s total outsourcing services are a combination of services needed by customers. Only SHiDAX is capable of providing such services, and we will further reinforce our position as a unique
integrated service provider.
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（ Health and Beauty ）

Other Businesses
レストランカラオケ事業

美

ヘルス＆ビューティー

Contracted Food Services

The SHiDAX Group has a horizontally and vertically integrated corporate structure in which each company engages in close collaboration. On
the horizontal side, we provide balanced management by segmenting our businesses according to customer type—businesses, consumers, and
public entities. On the vertical side, our platform (comprehensive logistics and R&D organization) shares three key managerial resources—people,
goods, and knowledge—enabling us to build a smoothly connected framework, together with our horizontal businesses, that is conducive to
speed and intensity. Through this unique relational structure, we harness our Groupwide strengths to deliver high-value-added services.

9

