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社長兼CEOから
のメッセージ

サム・ウォルトンが1962年にウォルマートを創業して以来、変わることなくそ
の土台となってきたコアバリューの1つ、それは倫理観をもって行動するとい
うことです。つまり、倫理的な会社としての自覚を失うのであれば、
「EDLP
（毎日低価格）」
と
「EDLC（毎日低コスト）」を実践するだけでは不十分だと
いうことです。常に弊社の経営理念に基づいた行動が必要とされるのです。
そして弊社は、サプライヤーの皆さまにも、同じ高い倫理基準を求めます。
サプライチェーン全体を通してこれらの基準の準拠が徹底できれば、弊社
は商品やサービスを提供するというだけでなく、お互いの間で、そしてお客
さまや弊社が奉仕する地元地域の中で信頼を築き、強化することができる
のです。
この「サプライヤー基準」をよくお読みいただき、基準の準拠に関して余す
所なくご理解いただきますよう、お願いします。しかし、それにとどまらず、
こ
れら
「サプライヤー基準」の精神をお汲み取りいただき、その背後にある価
値観を規範としていただければ幸いです。
平素よりウォルマートと弊社お客さまのためにご尽力いただき、心よりお礼
申し上げます。

ダグ・マクミロン
社長兼CEO
Walmart Inc.

サプライヤー基準
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ウォルマート・カルチャーとバリュー

ウォルマートは誠意をもって、正しくビジネスを行います。サム・ウォルトン
は、
「すべての人を尊重する」
「お客様のために尽くす」
「常に最高をめざす」
「倫理観をもって行動する」
という4つのコアバリューに基づいてウォルマー
トを創業しました。

すべての人を尊重する
人々に敬意をもって接し、模範を示し、互いの意見に耳を傾
けます。多様な人々や意見、経験を求め、尊重します。

お客様のために尽くす
お客様を第一に考え、その需要やニーズを予想し、期待を超
えます。

常に最高を目指す
私たちは優れたチームであり、
自分たちから常に最高を求め
ます。仕事と結果に責任を持ちます。

倫理観をもって行動する
正直で公平、客観に徹します。懸念があれば報告し、すべて
の法令と当社のポリシーに従います。
これらのバリューは、私たちがどのように働き、意思決定を行うかの指針と
なり、お客様との信頼を培います。サプライヤーはこの使命を達成する上で
重要な役割を果たします。

「…自分たちが生まれた時よりも少しでもこの世の中を良いものにして
いくのに、勤勉さや倫理的な行動、
そして献身に代わるものはない。
」
- サム・ウォルトン、
ウォルマート創業者
サプライヤー基準
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当社基準の使い方

なぜサプライヤー基準があるのか

ウォルマートは常に変化し続けていますが、その確固たる価値観は不変で
す。当社の倫理規範は当社アソシエイトに求める価値観と行動の概要を示
すものです。
このサプライヤー基準は、
ウォルマートの価値観をサプライヤ
ーとの関係にも適用することにより、その行動規範を補完するものです。

当社基準の適用対象
これら基準は、
ウォルマートのサプライヤーならびに、
ウォルマートの傘下
にある世界中の子会社のサプライヤーに適用されます。サプライヤーに
は、再販用商品とウォルマートが自社で使用する製品も含め、
ウォルマート
に納入するすべての業者が含まれます。サプライヤー契約の締結、注文書
の受理、および/またはウォルマートへの納品をもって、
これら基準に承諾し
たこととなり、それがサプライヤーによる遵守の継続的な確認とみなされま
す。さらに、
ウォルマートは、
これら基準への遵守を要件とする特定の他の
当事者とも契約を締結する場合があります。本書では、本基準の適用対象と
なる当事者全てを「サプライヤー」
と称します。
当社のサプライヤーには、世界最大級の著名企業もあれば、ひとつの店舗
に商品を納入している小規模企業もあります。当社が売買する商品は多岐
にわたります。当社のサプライヤーは、独自の倫理基準やコンプライアン
ス・プログラムを確立している業界大手の企業である場合が多くあります。
それでもなお、
ウォルマートは独自の確固たる価値観を持ち、サプライヤー
各企業に同じ高い基準を求めています。
サプライヤーはそのビジネスと、
ウォルマートへの商品納入プロセスにおい
て、
これら基準に遵守する責任を負います。これには、
ウォルマートとの取引
の一部として使用するサプライヤー、下請負業者、エージェントの行動に対
する責任を負うことも含まれます（例えば、工場、処理施設や、原材料・部品・
材料の納入業者も含まれます）。
本基準違反は、
ウォルマートとの取引終了を含む懲戒措置の対象となりま
す。ウォルマートは、サプライヤーが本基準を遵守しているかどうかを確認
するため、随時サプライヤーを監査または検査する権利を留保します。

サプライヤー基準
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懸念を報告すべき時

報告時の留意点

何が正しい行いか迷った時は助けを求めてください。ウォルマートでは法的
な助言は提供できませんが、当社の期待事項を理解していただけるようお
手伝いすることはできます。

報告は正確に行い、知っている限りの詳細を提供してください。虚偽の報告
がなされた場合、当社の報告プロセスは機能しません。虚偽の報告は基準違
反とみなされ、懲戒措置の対象となりえます。

疑わしい行為について見聞きした場合は、直ちに通報してください。それに
は、本基準違反の可能性や、
ウォルマートのアソシエイトが当社のバリューに
反する行動をしている可能性などが含まれます。見て見ぬふりをしたり、別
の誰かが何かをするまで待つ方が容易に思えるかもしれませんが、非倫理
的または違法な行動は私たち全員に影響を与え、信用を損ないます。どこへ
どのように報告するべきかを以下に示します。

ヘルプラインを通じて報告すると、その後報告にアクセスするための案件番
号が割り当てられます。報告された懸念事項に対してはウォルマートの倫
理・コンプライアンスが適宜対応し、場合によっては調査員が連絡を取ること
があります。調査員から連絡があった場合は、調査にご協力をお願いします。
質問や文書の要請には余すところなく正確に適時回答してください。記録を
保存するように依頼を受けた場合、不要になったことが通知されるまで保存
してください。

報告方法
ウォルマートの期待にどう応えたらよいか、不明な点がある場合や、懸念事項
がある場合は、
ウォルマートの直接のビジネスパートナーに相談するか、必要
であればウォルマートの倫理・コンプライアンスに連絡してください。
以下に挙げる問題は、適切なチームに速やかに伝わるよう、以下に示す方法
で報告してください。
•

 プライヤーのウォルマートとの取引に関し、以下の問題がある場合は
サ
ウォルマートの倫理・コンプライアンスに直ちに通報してください。
-

 収賄
贈
強制労働、強制的な囚人労働、人身売買による労働、法定年齢未満労
働
労働者に対する暴力や嫌がらせ
制裁に関する法令違反
ウォルマート向けの生産に承認されていない施設での商品製造
政府による捜査または強制執行

•

労働者の健康と安全に差し迫ったリスクがある状況や、死亡、業務への
大きな支障、深刻な怪我、資産の大きな損失などが関与する事故は、現
地要件に基づいて適切な政府機関に報告する必要があります。これらは
ウォルマートの倫理・コンプライアンスにも報告すべきです。

•

ウォルマートの機密情報が漏洩または不正にアクセスされた可能性に
関する情報は、
ウォルマートの緊急オペレーション・センター（電話番
号：+1-479-277-1001）およびウォルマート倫理・コンプライアンスに連絡
してください。

問題があると判断された場合、倫理・コンプライアンスがビジネス部門と協
力して解決にあたります。

報告方法
www.walmartethics.com

ethics@walmart.com

米国、
カナダ、
プエルトリコからは800-963-8442 (1-800-WMETHIC)、
それ以外の国からは本基準末尾に記載される現地の電
話番号。倫理・コンプライアンス・ヘルプラインは1日24時間年中無
休で、多言語で対応します。
Walmart Inc.
Attention: Global Ethics & Compliance, 702 SW 8th Street,
Bentonville, AR 72716-0860

疑念があるときは、
ウォルマートの倫理・コンプライアンスに報告してくださ
い。法で認められている限り、倫理・コンプライアンス・ヘルプラインへは匿
名で通報することが可能です。
サプライヤー基準
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正しい事業運営

当社では、当社と取引のある企業も当社のバリューを共有することを求めま
す。このことはつまり、近道をすることなく正しい行動をして、互いを尊重す
ることを意味します。

法令とウォルマートのポリシーを遵守
ウォルマートでは「正しく行動する」
という信条の下、事業展開する現地の
法令を遵守することにコミットしています。そして当社のサプライヤーにも
同じことを求めます。

サプライヤー基準

•

倫理的に、誠実に取引してください。社名に傷をつけるような違法行為
のリスクにウォルマートを晒し評判を貶める、あるいは誤解を招くよう
な行為、詐欺行為、
ウォルマートに不当な影響を与えるような行為は絶
対にしないでください。

•

すべての関連法規制を理解し、遵守してください。ある行為が発生場所
では合法でも、製品の輸送先または販売先の国で違法となる場合は、
そうした行為は禁じられます。

•

ウォルマートの契約、ポリシーと手続き、要件すべてを遵守してくださ
い。ウォルマートは随時、サプライヤー・コンプライアンス用のポータ
ル などに要件やリソースを掲載します。適用される全要件の最新情報
を知っておくことは各サプライヤーの責任です。これら基準またはウォ
ルマートのポリシーによって法令以上のことが求められる場合は、
ウォ
ルマートの要件に従う必要があります。

•

事業を経営し、
ウォルマートに商品を納入するために必要な許認可や
証明、登録、権利を取得してください。それらすべてを維持し、発行条件
すべてを満たすようにしてください。

•

問題があれば是正し、事業に非遵守の部分があれば遵守している状態
にしてください。
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リスクの理解と管理

法令を遵守し、
ウォルマートの期待に応えるには効果的なリスク管理が不可
欠です。サプライヤーとして、
ウォルマートとの取引に関するリスクを以下の
ような方法で積極的に管理してください。
•

貴社の業界、製品、労働力に関するリスクを理解し、評価する。法規制、
基準、業界のベストプラクティス、販売条件、貴社製品に関する科学的知
識などを調査し、最新情報を常に把握してください。

•

堅固な事業管理、安全管理、品質管理システムを採用する。

•

社員やサプライヤー、下請負業者、工場に研修を実施する。

•

サプライヤーや下請負業者、工場を知り、その状況をモニターする。ウ
ォルマートでは、特定の種類の商品（プライベートブランド商品やウォル
マート専用ブランドを称する商品、
ウォルマートが書類上の輸入者とな
る商品などを含む）に関して、
これら商品の製造方法と場所、製造者を開
示するようサプライヤーに義務付けるポリシーがあります。サプライヤ
ーはこれらポリシーを理解して該当する限り遵守する義務があります。

•

法令、ポリシー、
これら基準の遵守状況をモニターする手続きを整備す
る。

•

貴社の組織内での遵守責任と説明責任の所在を明確にする。

こんな場合はどうしたらよいですか？
私の会社はウォルマートにレジ袋を納入しています。私は入札の際、
ウォルマートに対して米国の工場からレジ袋を調達すると言いました
が、同じ品質のレジ袋に対してカナダの工場の方が安い価格を提示し
てきました。カナダの工場から袋を購入しても構いませんか？
場合によります。ウォルマートのポリシーでは、
ウォルマート向
け商品の特定の製造工場を開示することが義務付けられていま
す。また、なんらかの理由により、
レジ袋が米国製であるとの情
報を基に当社が判断を下した可能性もあります。ウォルマート
のビジネスパートナー担当者に相談して、次の行動を判断してく
ださい。
サプライヤー基準

贈収賄には絶対に関与しない

当社はサプライヤーに対し、適用される贈賄防止法令やポリシーにウォル
マートが準拠するために協力するよう求めます。そしてサプライヤーも、
こう
した同じ価値観をもって事業を運営することを求めます。
•

絶対に賄賂を申し出たり、支払ったり、受け取ったりしないでください。

•

行動や決定に不当な影響を与えるため、もしくはその他不当な利益を
得るために、公務員も含め、誰にも、金銭や価値のあるものを提供した
り、申し出たり、提供を承認・約束したりしてはなりません。

•

関連する汚職防止法令を遵守してください。それらには、FCPA（米国海
外腐敗行為防止法）
と英国贈収賄防止法が含まれます。

•

たとえ成功しなかった贈賄の未遂行為でもウォルマートに通報してくだ
さい。

こんな場合はどうしたらよいですか？
私の国では、手続き時間を短縮するために公務員に少額の支払い
をすることは合法です。この支払を行ってもよいですか？
いいえ。そのような「円滑化」のための支払いは、行為や決定
に不当な影響を与えようとする支払いとみなされ、本基準で禁
じられています。それがたとえ現地で合法でも、認められませ
ん。

8

互いを尊重する職場

ウォルマートではすべての個人の尊厳を認め、個人固有のスキルを重視し
ます。各個人には、その外見や信条、文化、所属、その他の特徴に関係なく、
公正に、尊厳をもって接するべきです。差別やハラスメント、不公平な処遇
は個人の尊厳を損なう行為であり、
ウォルマートや当社サプライヤーの事業
でそうした行為は認められません。サプライヤーの社員やそのサプライチ
ェーンで働く人々は、差別やハラスメント、不公平な処遇について、自由に、
報復の恐れなく懸念を表明できることが必要です。
•

•

公平で一貫性があり誰でも受け入れる職場環境を提供し、すべての雇
用決定は中立的かつ客観的な基準に基づいて行ってください。すべて
の適用法令を遵守するだけでなく、サプライヤーは、個人の人種、肌の
色、出自、民族、宗教、性別、妊娠、出身国、年齢、障がい、婚姻状況、退役
軍人のステータス、軍人のステータス、軍役義務、性的指向、性自認また
は表現、遺伝情報に基づく差別やハラスメント、不公平な処遇を行った
り容認したりしてはなりません。これらの期待事項と適用法令との間に
矛盾があると思われる場合は、
ウォルマートに知らせてください。
労働者が懸念事項を管理部やサプライヤーである貴社、第三者に報告
できる制度を提供してください。その制度は、匿名による報告を認め、
善意で報告した者に対する報復行為は禁じる仕組みにしてください。ウ
ォルマートでは、サプライヤーやウォルマート向け製品を製造する施設
に関する懸念事項を労働者が倫理・コンプライアンスに報告できるよう
にしています。ウォルマート・ブランド商品と、
ウォルマートが書類上の
輸入者となる商品を納入するサプライヤーは、
ウォルマートのポスター
をサプライチェーン全体に配布して、
ウォルマートの期待事項と、報告方
法を労働者に知らせる義務があります。

従業員は公正な方法で雇用し、賃金
を公正に支払う
当社はアソシエイトを尊重し、
アソシエイトを大切にすることはお客様を大
切にすることにつながると考えます。サプライチェーンにも同じことが言え
ます。労働者を公正に扱い、関連雇用法令と合意に従う企業は、
より優れた
サプライヤーといえます。
•

法的要件と適用される契約に準拠した報酬、諸手当、勤務時間、休憩、休
日、祝日や休暇を提供し、労働者がこれら条件を理解できるようにして
ください。

•

違法または過度な賃金控除や賃金からの天引き、賃金支払いの遅延、
不規則な支払いを行わないでください。

•

貴社の管理職や社員、下請負業者がハラスメントや脅迫行為、差別に関
与しているとの報告があったら対処してください。

•

若年労働者の雇用に関するすべての適用法規制ならびに契約に従って
ください。

•

懲戒措置を講じる際など、体罰の使用は絶対にやめてください。

•

結社の自由と団体交渉権を認めてください。適用される法令や慣行に
従い、労働者組合や業界組合に加入する、
または加入しない労働者の
権利を介入することなく尊重してください。

•

すべての労働者に適切な就労資格があることを確認してください。これ
には、雇用の前に、その労働者にその国でその仕事に就く資格があるか
どうかを確認することが含まれます。

サプライヤー基準

9

強制労働、人身売買による労働、法
定年齢未満労働の禁止
労働を通じて人々を搾取することは認められません。
ウォルマートは、世界
のサプライチェーンにおける強制労働やその他の搾取行為と戦うため、関
係者との取り組みを優先課題としてきました。サプライヤーにも、
こうした
慣行を防止する責任に真剣に取り組むことが求められます。
•

強制労働の禁止。強制・強要による労働（これには法定年齢未満労働、
奴隷労働、強制囚人労働、搾取、人身売買による労働、債務労働など自
発的でない労働が含まれます）を、貴社や下請負業者、サプライチェー
ンの業務に使ってはなりません。

•

強制労働の兆候がないか注意し、積極的に対処してください。特に移民
や女性、若年労働者など、社会的立場の弱い従業員が貴社に在籍する
場合は、人身売買や搾取の兆候がないかをモニターする制度を確立し
てください。

•

責任をもって採用してください。たとえ現地法で認められていても、社
会的に立場の弱い労働者から採用手数料や同様の手数料を取り立て

てはなりません。そうした手数料を課した場合は、返金してください。ま
た、移民労働者を採用する際は、労働者が本国から出る前に、彼らの母
国語で雇用契約の条件を伝えるようにしてください。そのような採用に
おいてエージェントやブローカー、
リクルーターを使う場合は、同じく基
準を満たすようにしてください。
•

労働者に移動の自由を認めてください。労働者の身分証明書やその他
の貴重品を預かったり、貴社やブローカーその他の第三者に対する労
働者の債務を理由に、移動の自由を制限したりしてはなりません。そし
て労働者が合理的な通知によって雇用を終了できるようにしてくださ
い。

こんな場合はどうしたらよいですか？
私の施設で働く労働者たちはパスポートの安全性を懸念しており、施
設の管理者に、事務室の施錠可能な金庫にパスポートを預けること
に合意しました。そうしても構いませんか？
いいえ。労働者が個人の身分証明書に直ちにアクセスできない
ということは、移動を制限することになります。労働者が貴重品
を保管できるように個人ロッカーを提供することがよい方法で
しょう。
私の会社は、
ウォルマートが販売する果物や野菜の包装を行ってい
ます。季節によって大きく変動するビジネスであるため、ピークシーズ
ンには 派遣会社を通して季節労働者を雇っています。一部の労働者
から、仕事を確保するために派遣会社に手数料を払っていると知らさ
れました。どうすればよいですか？
採用のための手数料を労働者から徴収する慣行を止めるよう、
派遣会社に働きかけるべきです。採用のためのコストは労働者
でなく、雇用主が支払うべきものです。派遣会社がそれでも手
数料を徴収し続ける場合は、あなたの会社が労働者にその手数
料を払い戻すべきです。強制労働や債務労働が疑われる場合
は、
ウォルマートに通報しなくてはなりません。

サプライヤー基準
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安全な職場
ウォルマートでは、ウォルマート向け製品を生産する労働者の安全と福祉に
責任を持ち、確保することをサプライヤーに求めています。
•

業界、地域、労働力に応じて安全で清潔、健康的な職場環境を提供して
ください。それには、施設が構造的に堅固であり、目的に合致し、電気・
防火安全に関する法例や基準に準拠していること、そしてきちんとメン
テナンスされている状態にすることが含まれます。

•

清潔で衛生的な施設と、清浄な飲料水へのアクセスを提供してくださ
い。

•

労働者の事故や怪我を予防するため、適切な手続きや予防措置を講じ
てください。適切なメンテナンスやモニタリング、定期検査、労働者への
訓練と労働者保護、防火安全対策を確立してください。有害な化学物質
や感染病、その他同様のリスクから労働者を保護するための適切な措
置を講じてください。若年労働者の危険作業制限を守ってください。

•

ウォルマートのアソシエイトと共に働く際や、
ウォルマートの施設内で働
く際は、あなたとあなたの従業員が当社のアソシエイトやお客様の安全
にリスクとならないようにしてください。

環境保護

こんな場合はどうしたらよいですか？
品質検査業務の一環として、私は最近ウォルマート用にジーンズを製造す
る工場を訪問しました。そこで、前回の訪問時にはなかった壁のひび割
れを見つけました。どうすればよいですか？
ウォルマートのために製品を製造する施設は、安全で構造的に堅固
であることが求められます。サプライヤーは、資格を持ったエンジ
ニアから、施設の安全に関する意見を取得し、工場に対して必要な
是正措置を講じるべきです。労働者に対して差し迫った危険がある
と感じたら、サプライヤーとして労働者の安全を守るための予防措
置を取ることはあなたの責任です。施設に構造上の問題を見つけ
た場合は当社に連絡し、労働者の安全のためにどのような措置を講
じるのかを報告してください。
夜間の安全を保証できない地域で工場を運営しています。労働者の安
全のため、工場の敷地から労働者が出ることを制限してもよいですか？
たとえ善意に基づく安全措置でも、それは労働者の移動を妨げ、実
質的に職場から出られないようにする可能性があります。貴社の工
場で働く労働者の安全を確保し、危険から守ることはあなたの責任
ですが、同時に職場から離れようとする労働者の移動の自由を確保
することもあなたの責任です。

ウォルマートは環境保護法を遵守し、小売業でサステナビリティを促進する
ことにコミットしています。当社はサプライヤーその他と協力してサプライ
チェーン全体を通じてポジティブな変化を促し、排気ガスを削減するととも
に浪費をなくして天然資源を節約するよう努めています。ウォルマートはこ
うした価値観を共有するサプライヤーと協力し、サプライヤーにも独自のサ
ステナビリティ目標を確立するよう勧めています。ウォルマートでは、
ウォル
マートが販売する多くの商品に適用されるサステナビリティ・ポリシーを策
定しました。これらのポリシーを参照して、
ウォルマートのサステナブルな
調達目標と期待事項を理解してください。
サプライヤーには、すべての関連環境法規制に準拠するだけでなく、以下が
求められます。
•

排水、雨水、廃棄物、排気ガス、再生可能物質を適切に管理するための
システムを設計・運営すること。

•

化学物質や有害廃棄物は責任ある方法で処理、保管、運搬、処分するこ
と。
サプライヤー基準
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優れた商品を提供

当社は売買する商品に対して高い基準を設定しており、お客様もまた、それ
を期待しています。当社とそのサプライチェーンはお客様の目から見て納
得できるものであるべきです。それには当社と目標を同じくするサプライヤ
ーからの協力が不可欠です。

安全と品質の高基準を維持
こんな場合はどうしたらよいですか？

ウォルマートは、お客様に愛される安全で高品質の商品を提供することで
お客様の信頼を勝ち得ています。サプライヤーにも、信頼維持に向けて以
下を期待します。
•

すべての法的要件、業界基準、
ウォルマートの安全基準、品質基準、技術
的要件を満たす商品を当社に提供すること。

私の会社は、
ウォルマートのプライベートブランドの野菜の缶詰作業
を行っており、工場では食品の安全管理システムを導入しています。
食品の安全のため、
その他に何をすべきですか？

•

適切なリスク管理システムを導入し、食品や商品の安全上の問題を防ぐ
こと。サプライヤーはこれらのシステムの確認・検証を独自に行うべき
です。

ウォルマートでは原則として、すべてのサプライヤーの工場にグ
ローバル食品安全イニシアチブ基準による認証を求め、認証の
証明書を提出するよう求めています。また、安全上の問題が生
じた場合は、直ちに当社に報告してください。最後に、その他に
も、特定の食品の安全に対する危険性を効果的に管理している
ことを示す証拠を求める場合もあります。

•

製造する商品の安全性と品質をモニターし、重大な問題が発生したらウ
ォルマートに直ちに報告すること。重大な問題とは、認められた安全基
準を満たさなかったり、
ラベル表示や説明書に不備があり、危険な使用
のリスクを高めたりする場合などです。食品の場合、重大な問題には、
商品の安全性を脅かす商品仕様の逸脱や微生物学的、化学的、物理的
危険性なども含まれます。

私の会社の商品は必要なすべての安全性テストに合格しています
が、
それを使用したお客様から、怪我をしたという苦情が増えている
ことに気がつきました。何をすべきでしょうか？

•

商品の自主的リコールや強制リコール、そして適用される要件を満たし
ていない商品が見つかった場合の回収などについてウォルマートに通
知すること。

サプライヤーとして、あなたにはこうした苦情を調べ、商品が危
険でないかどうかを調査する責任があります。商品の安全性に
問題があるかもしれないと思ったら、すべての法的要件に準拠
するだけでなく、
ウォルマートの担当者に連絡してその旨を伝
え、
どう対処しているかを報告する必要があります。

•

ウォルマートや規制当局とともにリコールや商品回収に向けて積極的
に協力すること。

サプライヤー基準
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輸出入、制裁、
セキュリティに関するガ
イドラインや法令を遵守
当社の高いサプライヤー基準はサプライチェーン全体に適用され、それに
は正しい方法で商品を製造すること、すべての輸出入に関する法令を遵守
すること、そして商品が安全かつ安定的に運搬されるようにすることが含ま
れます。
•

•

•

商品の全部または一部の製造過程において法律違反がないこと、ある
いはウォルマートによる法律違反を引き起こすことがないようにしてく
ださい。特に、サプライヤーはすべての適用される輸出入、制裁、紛争
鉱物や収穫高制限、動物保護関連の法規制に従う必要があります。
密輸やテロ行為、詐欺行為、窃盗など、不当な目的でサプライチェーン
が使われることのないよう、管理体制を確立してください。ウォルマート
は、米国ではテロ防止のための税関産業界提携プログラム(C-TPAT)、カ
ナダでは認定事業者相互承認プログラム（PIP）、当社が事業展開するそ
の他の国では認定事業者制度（AEO）やその他同様のプログラムに参
加しています。ウォルマートが書類上の輸入者となる商品を提供するサ
プライヤーには、これらプログラムのセキュリティ原則および要件に従
って監督し、
ウォルマートが安全で安定したサプライチェーンを維持で
きるよう協力することが求められます。
商品の運搬、保管、販売過程で商品またはサプライチェーンの安全が侵
害されることのないような方法で商品を製造し、
ラベル付けを行ってく
ださい。

•

サプライヤーがウォルマートへの配送責任を負う場合は、使用するコン
テナと運送機関が安全、堅固、清潔であり、
ウォルマートへの安全で安定
した商品配送に適切であることを確認してください。

•

原産国を隠すための違法な商品の積み替えや虚偽表示を防止するた
めの措置を講じてください。

サプライヤー基準

商品は正確な表示で販売する
お客様の信頼を勝ち得てそれを維持するには、販売する商品の正確な表示
と透明性が不可欠です。ウォルマートだけではそれを行うことはできませ
ん。お客様が情報に基づいて判断できるよう、サプライヤーが重要な役割を
果たします。
•

ウォルマートとお客様に提供する商品に関し、適時正確な情報を提供し
てください。当社はその情報に基づいて事業上の決定や、法的判断、
コ
ンプライアンス面での判断などを行います。

•

表示どおりの真正な商品のみ提供するようにしてください。

•

ラベル付けに関する法規制、規格を遵守し、
ウォルマートのお客様に真
実を伝えてください。すべての商品のラベルと説明が明確、正確、真実
で誤解を招くものでないようにします。適切な免責条項や開示情報、保
証を含め、主張する内容を裏付ける根拠を示してください。

•

また、適切な使用方法や商品の安全な消費方法についての説明を含め
ることが必要な場合もあります。

こんな場合はどうしたらよいですか？
私の会社は、
ウォルマートのためにプライベートブランド商品を製造し
ています。ウォルマートのバイヤーから、国際的に認められたサステナ
ビリティ認証を受けた商品の値段を聞かれました。私は、認証が付い
た商品を非常に安い値段で製造できるというサプライヤーを見つけま
した。他に何をする必要がありますか？
サプライヤーとして、あなたは当社に提供する商品に関する主
張内容が真実であることを確認する責任を負います。提供され
た認証が真正なものであるかどうか、そしてその商品が実際に
認証の条件を満たすかどうかを検証するステップを踏む必要が
あります。

13

ウォルマートとの協働

ウォルマートは、強力なサプライヤーとの関係がなくては目標を達成できま
せん。強力な関係を築き、それを維持するには、誠実さ、透明性、協働が不
可欠です。

利益相反の認識と回避
当社では当社アソシエイトに対し、
ウォルマートの利益より個人の利益また
は第三者の利益を優先させることになる状況は回避するように求めていま
す。ウォルマートのサプライヤーとの関係は、そうした利益相反が発生しや
すい主要分野であるため、協力が必要です。
•

ウォルマートのアソシエイトの独立性、誠実性、公平性、判断に影響を与
えるような、あるいはそうみられる可能性がある個人的な関係は避けて
ください。そのような関係がある場合は、
ウォルマートに開示する必要
があります。個人的な関係が適切かどうかは状況によります。問題とな
る可能性があればウォルマートの担当者に連絡して相談してください。

•

あなたのウォルマートとの取引に影響力を持つ可能性があるウォルマ
ートのアソシエイトに、
またはウォルマートとの取引に影響する可能性
がある第三者（例えば監査法人や検査機関など）に贈答品や接待を提供
しないでください。ウォルマートの業務上の判断に影響力を持つウォル
マートのアソシエイトやその他の者は、贈答品や接待を受け取ることが
禁止されているため、贈答品や接待を申し出ないでください。

•

ウォルマートに代わって寄付をしないでください。
ウォルマートは独自
に寄付の決定を行います。

•

通常の評価やテストのため、
ウォルマートのポリシーや規程に従って商
品サンプルをウォルマートに提供することは可能ですが、必要以上に提
供してはならず、不適切な行為の疑いを招くことのないようにしてくださ
い。

こんな場合はどうしたらよいですか？
私はウォルマートのサプライヤーに勤務しています。
アメフトの観戦チ
ケットが余っているのですが、それを取引があるウォルマートのバイ
ヤーに提供してもよいですか？
いいえ。ウォルマートのアソシエイトがそうしたチケットを受け
取ることは禁じられています。たとえ額面どおりの金額で提供し
たとしても、それがチケットの実勢価格を反映していない可能性
があり、
ウォルマートは実勢価格と額面価格の差額をギフトとみ
なします。さらに、
ウォルマートのアソシエイトはそのチケットを
仕事上の立場から手に入れることができるのであり、
したがって
その理由によってもチケットを受け取ることは認められません。

サプライヤー基準
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公正な競争
ウォルマートは自由で公正な競争にコミットしており、反トラスト法や競争
法に準拠して事業を行います。サプライヤーには以下を求めます。
•

交渉ではウォルマートのコストを中心に協議すること。ウォルマートは
独立して小売価格を設定し、
（直接・間接を問わず）競合先の価格に影響
を与えるような試みはしません。

•

ウォルマートに他社との取引を制限したり、
プライベートラベル商品の
販売を制限したりするよう求めないこと。

•

ウォルマートとお客様をパートナーと
して守る
私たちのサプライヤーは、市場インテリジェンスと革新のリーダーです。お
客様第一ということは、時には当社がサプライヤーにウォルマートの専有情
報や未公開情報へのアクセスを提供することを意味し、それには顧客情報
が含まれます。そうした権限を付与されたサプライヤーは、当社と同じ基準
を満たすことが求められます。
•

ウォルマートの機密情報を、他の小売業者やサプライヤーも含め、第三
者の誰とも共有してはなりません。機密情報には、卸売価格やその他の
供給条件、商品計画、
プライベートブランド商品のデザインや成分構成、
将来の、
または未公開の小売価格、販促計画や戦略、市場戦略情報、生
産量や販売量の実績または予測、企業秘密などを含む、あらゆる未公開
の商業上の機密情報または専有情報が含まれます。

•

ウォルマートから受け取った、あるいは当社に代わり収集した個人情報
は、適切な収集・保管・共有・使用・破棄のための保護措置を講じて保護
してください。適用されるすべてのプライバシーやデータ使用に関する
法律やポリシーを準拠してください。

•

ウォルマートの知的財産や資金を含む、
ウォルマート資産の使用に関す
るすべての適用ガイドラインに準拠し、不正使用から守ってください。

•

ウォルマートへは、正確で正当な請求書のみ提出してください。

•

マネーロンダリング、テロ活動への資金供与、詐欺行為にウォルマート
が利用されることのないようにしてください。該当する場合は、そうした
行為を防止するためのコントロールを確立・維持してください。

•

ウォルマートに代わって発言しないでください。法で認められる場合
は、当社やお客様に関する情報を政府やその他の要請者に提供する前
に、
ウォルマートに相談してください。ある問題について誰かにウォル
マートの立場を理解してもらうために支援が必要な場合は、
ウォルマー
トの担当者に相談してください。

ウォルマートの競合先またはその他の第三者に関する競争上の機密情
報をウォルマートに提供したり申し出たりしないこと。例えば、サプライ
ヤーがお客様に直接商品を販売する場合や、
ウォルマートのプライベー
トラベル商品と競争する場合など、サプライヤー自身がウォルマートの
競争相手になりえることを忘れないでください。

こんな場合はどうしたらよいですか？
別の会社で働く私の友人から、
ウォルマートの翌四半期の家電製販
促戦略を尋ねられました。どうすればよいですか？
情報を共有してはなりません。サプライヤーとして、あなたには
ウォルマートの競争上の未公開機密情報や専有情報を保護す
ることが求められます。
この情報を利用してよいのは、その情報
が共有された目的のためのみです。

サプライヤー基準
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ウォルマートとの協力

グローバル倫理ヘルプラインの電話番号

ウォルマートでは、高い基準を満たし、当社の価値観に沿った行動をするた
めに必要な措置を講じています。時にはサプライヤーの皆様の協力を求め
る場合があります。
•

•

•

法規制、ポリシー、契約、本基準に対する違反の可能性に関連するウォ
ルマートの調査にはご協力をお願いします。問い合わせや情報の要請
には、率直に応じてください。
貴社の商品や施設、記録を監査・検査・テストする要請に応じてくださ
い。ウォルマート・ポリシーに準拠して必要な監査や検査、テストを受け
てください。結果をウォルマートに提供し、問題があれば解決のためウ
ォルマートと協力してください。
正確な記録を作成し、維持してください。それには、
ウォルマートとの取
引に関連する財務記録、製造記録、政府や公務員との取引記録、そして
ウォルマートに提供する商品の記録が含まれます。本基準とその他す
べてのウォルマートの期待事項への準拠を示すのに十分な記録を維持
してください。

アルゼンチン 0800-888-0124
バングラデシュ 000800-031016

マラウイ 0800-026-9000

ベルギー 800-WM-ETHIC (963-8442)

マレーシア 1-800-817-362

ボツワナ 00269-800-7861-036

メキシコ 800 963 8422

ブラジル 0-800-761-1943

モロッコ +212-5204-85021

カンボジア 1800-20-8963

モザンピーク 824001

カナダ 800-963-8442

Myntra
（インド）1800-102-1482

カナダ
（フランス語）800-805-9121

ナミビア 800000077

チリ 800-550707

オランダ 0-800-024-9759

中国 400-120-4020

ニュージーランド 800-WM-ETHIC (9638442)

コロンビア 01800-913-7496
コスタリカ 0800-542-5443
ドミニカ共和国 1-888-751-8878
エクアドル 1-800-000-884
エジプト 0800-000-9471
エルサルバドル 800-6126
Flipkart
（中国 400-120-0384
Flipkart
（インド）1800-102-1482 &
800-050-1482

ご質問や懸念事項は

ケニア 0800 221 9008

バーレーン 800-WM-ETHIC (963-8442) レソト 800 62000

Flipkart
（イスラエル）1-809-467272
Flipkart
（シンガポール）800-492-2426

ニカラグア (フリーダイヤル)
001-800-220-1967
ニカラグア (現地) 505 2248 2275
ナイジェリア 0708 060 1109
パキスタン 00800-90-033-041
パナマ 800-0413
ペルー 0800-78378
フィリピン 800-WM-ETHIC (963-8442)
PhonePe
（インド）1800-102-1482
ロシア 800-WM-ETHIC (963-8442)

Flipkart
（米国/カナダ）
1-800-564-4163

シンガポール 800-130-1529

フランス 0800-903277

韓国 800-WM-ETHIC (963-8442)

ドイツ 800-WM-ETHIC (963-8442)

スペイン 900-876292

ガーナ 030 708 4830

スリランカ 800-WM-ETHIC (963-8442)

米国、
カナダ、
プエルトリコからは800-963-8442 (1-800-WMETHIC)、
その他の国からは現地の電話番号。倫理・コンプライ
アンス・ヘルプラインは1日24時間年中無休で、多言語で対応
します。

ガテマラ 1 800 8350377

スワジランド 8001333

ホンジュラス 800 222 00141

台湾 800-WM-ETHIC (963-8442)

香港 800-930-587

タンザニア 0800 78 0006

インド 000-800-040-1503

タイ 001-800-13-203-9969

Walmart Inc.
Attention: Global Ethics & Compliance, 702 SW 8th Street,
Bentonville, AR 72716-0860

インドネシア 007-803-321-8281

トルコ 00-800-113-6848

アイルランド 800-WM-ETHIC (963-8442) ウガンダ 0800 113224

ウォルマートの担当者または倫理・コンプライアンスにご相
談ください。
www.walmartethics.com

ethics@walmart.com

南アフリカ 0800 203 246

イスラエル 1-809-477-259

英国 0800 051 8266

イタリア 800-WM-ETHIC (963-8442)

アラブ首長国連邦 8000-3201-39

日本 0120-692-344

米国 800-963-8442

ヨルダン 0800-22319

ベトナム 120-32-518 & 122-80-160
ザンビア 8877

サプライヤー基準
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