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エシカル・ソーシング・コンプライアンスの3つの重要なこと

当社のコミットメント
尊厳と敬意を持って人々と公正に接することはハズブロ
のコアバリューです。ライセンシーやライセンシー・サプ
ライヤーは最高の倫理基準に従い、ハズブロのグローバ
ルビジネス倫理原則（別添A参照）に明記されているよう
に、安全で公正で合法的な労働条件に基づいて、ハズブ
ロブランドの製品（以下「ライセンス商品」という）を製造
するようにしてください。

このプロセスに適応するため、ライセンシーは、ハズブ
ロ・エシカル・ソーシングの新人研修に招くことができ
る。本文書は、ハズブロ・エシカル・ソーシング・プログラ
ムを理解する上で役立つ資料であり、本文書に記載され
ている主題に関連する、これまでに作成されたあらゆる
マニュアルやガイド、および類似の資料に優先します。

ハズブロは独自の裁量により、いつでも、追加のエシカ
ル・ソーシング関連情報を要求したり、追加のガイドライ
ンを遵守するようライセンシーに求めたりする権利を有
します。

工場の
承認 

ライセンシー
の責任 

改善と 
フォローアップ 

1 2 3

すべてのライセンシーは、ハズブロ・エシ
カル・ソーシング・プログラムを遵守する

必要があります

ライセンシーは、ハズブロ・エシカル・
ソーシングで承認された工場のみで

活動できます
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役に立つ文書：

ライセンサーの社会および環境に関する必要事項を遵守す
るためのBSRグッド・プラクティス集

ライセンシーは、サプライチェーンにおける社会的および環境的基準の遵守を実践する上で重要な役割を
果たします。行動規範を導入し、工場の選定やコンプライアンスの監視、ならびに改善に関する方針や手順
を実践することにより、ライセンシーは、工場における社会および環境に関する成果の向上に大きく貢献す
ることができます。

ライセンシー各社においては、社会的コンプライアンスに貢献できる十分な体制を備え、経営層のメンバ
ーがコンプライアンスの監督に積極的に関与することが不可欠です。

ライセンシー
の責任

1. コミットする 会社の行動規範（CoC）が、ハズブロのグローバルビジネス倫理原則（別添A参照）に
準拠していることを確認し、ライセンス商品生産工場のためにできるだけ早く、サプラ
イヤー、下請業者、および代理店とCoCを共有するようにしてください。

2. 関与する コンプライアンスの成果に対する高い期待を確立し、明らかになった問題を監視し、問
題の改善を支援することによって、コンプライアンスを工場の選定や契約プロセスの一
環としてください。

3. 監視する 効果的な管理システムを機能させるために、顧客のこれまでの社会的コンプライアン
ス監査報告書の検証や、ライセンシーおよび代理店の直接監査、そしてサプライヤーへ
のトレーニングを通して、サプライヤーのコンプライアンスを監視してください。
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ライセンシーは、ハズブロが承認した工場でのみ、ライセンス商品の最終組み立てを行うことができます。最終組
立施設で生産を開始する前に、ライセンシーは、ハズブロ製品開発チームと協力し、ハズブロのオンライン・ライ
センス承認システム（LAS）を介して、各工場の承認を受けなければなりません。

ライセンシーは、LASを介して生産が行われる工場を開示し、工場の社会的コンプライアンス監査報告書を提出
して、生産開始前にハスブロの承認を得る必要があります（別添B参照）。

工場の
承認 

ステップ1  
工場の開示

ハズブロが許可されている調達国（別添C参照）における工場の名称と住所をLASで開示しま
す。製造国ガイダンスの詳細については、別添Dも参照してください。工場名や住所が変更され
た場合、または工場を無効にする必要がある場合は、速やかにハズブロ・エシカル・ソーシング
担当までお知らせください。ハズブロの要求に応じて、最新の工場リストをハズブロに提出する
必要がある。

ステップ2  
監査報告書
の提出

許可された国の工場 （別添C参照）：以下の基準に従って、社会的コンプライアンス監査報告書
（英語のみ可）を提出してください。

• 最近のもの：過去12か月以内に実施されたものであること

• 信頼できる情報源：信頼できる第三者、またはブランドや小売業に精通した監査人が実施し
たものであること

• 分かりやすいもの：詳細かつ包括的な情報が含まれていること

ハズブロが報告書を却下した場合、追加の監査報告書を送付するか、ハズブロの監査人リソー
ス（別添F参照）を使って、ハズブロ・エシカル・ソーシング監査を実施するよう求められることが
あります。

低リスク国の工場（別添C参照）：ハズブロの工場自己評価アンケート（SAQ）を提出してくださ
い（別添I参照）。ハズブロによるSAQのレビューに基づき、許容できる社会的コンプライアンス
監査報告書を提出するよう工場に求める可能性があります。

ステップ3  
工場承認の
確認

LASのメインのベンダー・コンプライアンスタブで、工場のステータスをチェックし、工場が承認
されていることを確認してください。工場が生産承認を受けた場合は、緑色に表示されます。 

ハズブロのゼロ・トレランス（ZT）問題（別添E参照）が見つかった場合、その工場は生産承認が
受けられず、赤色で格付けされます。その工場がそれまで承認されていた場合は、緑色格付が
直ちに取り消され、ライセンス商品の新たな生産注文が発注されなくなる場合があります。ライ
センシーは、工場の承認を再度求めることができるようになるまで、最低12か月待たなければな
りません。
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ご理解ご協力を 
お願いします！

工場が、監査またはその他の情報源によって提起された問題や
懸念に確実に対処するよう、ライセンシーはハズブロと協力しな
ければなりません。これには、明らかになった不遵守に関して工
場と連携し、工場があらゆるコンプライアンス問題の改善計画を
明確化させ、是正アクションプラン（CAP）を完了させる上で工場
を支援しなければならないライセンシーの義務が含まれます。

1. CAP

CAPは、改善のための工場アクションプランの各項目を詳細に
説明し、問題の根本的な原因を特定していなければなりませ
ん。また、コンプライアンスのための即時計画および長期計画を
具体化し、これらのアクションを完了させるためのタイムテーブ
ルを設定しているべきです。これらの文書はライセンシーが保管
し、要求に応じてハズブロに提出されなければなりません。

2. 重大問題
ハズブロの重大問題（別添E参照）が明らかになった場合は、同
じプログラムまたは監査法人による新たな監査を提出すること
で改善の検証が保留され、工場は条件付きで120日間の承認を
受けることができます。十分な報告書が120日以内に提出されな
かった場合、工場はこれ以上、生産の承認を受けることはできま
せん。

3. 12か月承認
すべての工場承認は12か月後に期限が切れます。ライセンシー
は、ハズブロの再審査と承認を受けるために、新たな監査報告
書を毎年提出しなければなりません。

抜き打ち検査
ハズブロ（またはその代理人）は、ハズブロのグローバルビジネ
ス倫理原則（別添A参照）の第11原則に記載されているように、事
前通知の有無にかかわらず、ライセンシー工場の抜き打ち検査
を実施する権利を有します。

根本原因分析（RCA）とは？

問題の根本的な原因を特定し、その根本を修正す
ることが、恒久的な問題解決における最善の方法
です。根本原因分析では、問題の根本原因を突き
止められるよう、どのように、そしてなぜ問題が発
生したのか、聞き取りを行います。

不遵守に共通する根本原因の例には次のような
ものがあります。責任者がおらず、方針や手順、ト
レーニング、執行メカニズム、そして知識や理解
が欠如している。使用するRCAツールは、「五つ
のなぜ分析」と「特性要因図」が挙げられます。

さらに詳しく知りたい場合や支援が必要な場合
は、ハズブロ・エシカル・ソーシング担当までご連
絡ください。

改善と 
フォローアップ

2
1

3

まず根本原因分析から始めて、CAPや改善
について工場と連携しましょう。

 ハズブロの重大問題が明らかになった場
合； 120日以内に最新の監査報告書を
LASにアップロードしてください。

ハズブロによる生産承認を維持するため
に、12か月ごとに新しい社会的コンプライ
アンス監査結果を提出してください。
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別紙
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別添A 

ハズブロのグローバル
ビジネス倫理原則
ハズブロは、その子会社および関連会社（以下「ハズブロ」という）と共に、高い倫理およびビジネス基準に従って事業を
遂行することに努め、そのベンダー、サプライヤー、およびライセンシーにも、同様に行動することを求めています。ハズ
ブロは米国をはじめとする世界中の労働条件の質と性質に関する懸念を長年にわたり認識しています。当社は当社製
の玩具やゲーム、ライセンスを受けた消費者製品の生産に関与する者の労働環境の改善に継続的に努めています。 

当社は、ハズブロやそのベンダー、サプライヤー、およびライセンシーによって製造された製品が、本文書に記載された
原則に基づいて製造され、非人道的または搾取的な条件において製造されていないという信頼を、消費者のみなさん
に持って頂きたいと思っています。当社の製品の製造に携わる生産施設（以下「施設」といいます）がこの分野において
ハズブロが必要と考えている事項を理解して確実に遵守できるよう、ハズブロは各施設に対し、グローバルビジネス倫
理原則の実施を求めます。本プログラムへの参加と原則の遵守は、すべての施設にとって必須事項です。

1. 強制労働 
ハズブロ製品の生産又は製造に強制労働、奴隷労働又は囚人労働を用いることは禁止します。これには、近代的な形態
の奴隷制度、人身売買、強制的な残業、または個人の重要書類や労働許可証、個人ID、または報酬の差し押さえが含ま
れます。工場が、労働者に対し、その雇用の対価として、雇用者または人材派遣会社などに料金を支払うことを許可した
り要求したりすることは禁止されています。労働者の行動に不当な制限を課してはなりません。

2. 児童労働
児童労働の使用は禁止されています。ハズブロ製品を生産または製造する工場では、16歳未満*、または義務教育修
了年齢がそれよりも高い生産国では、その年齢未満の人を雇用することはできません。

3. 賃金と手当
製造施設は、最低賃金法、時間外賃金法をはじめ、適用されるすべての国内・現地賃金法を遵守し、又は業界の一般的な
賃金水準（その基準がより高い場合）に合わせなければなりません。賃金は支払期日までに支払うものとし、懲戒処分と
して賃金の差し引きを用いてはなりません。従業員給付は、国内および地方の要件に従って提供されるものとします。

 *  16歳未満の労働者が国際労働機関（ILO）第138号条約に従って雇用された場合は、ケースバイケースで検討の対象
になることがあります。
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4. 労働時間
平日の労働時間は、残業時間を含めて60時間に制限されるものとし、労働者は、平常ではない状況または緊急事態を
除いて、7日ごとに最低1日の休暇を取るものとします。時間外労働はすべて任意とします。

5. 健康および安全
寮が提供されている場合はそれも含め、施設は、すべての従業員が健康で安全な生活を送れるようにしなければなりま
せん。ハズブロはすべての製造施設が、防火、緊急避難、安全装置の適切な使用、基本的な応急処置、有害廃棄物の適
切な利用と処理に関する問題をはじめとする安全衛生上の問題に対する従業員の注意を喚起することを期待します。
施設は、妊娠や介護の期間である従業員に妥当な配慮をし、健康で安全な環境の確保に努めるする必要があります。

6. 虐待と差別
施設の従業員には、尊厳と敬意を持って接しなければなりません。いかなる従業員も、人種、宗教、出身、政治的関わ
り、組合員であること、性的嗜好、年齢、性別、妊娠を理由とした虐待や非情もしくは不相応な懲戒処分または雇用差別
の対象となりません。

7. 本原則の周知
本原則の周知－製造施設は、本原則を適切に口頭又は書面により従業員に周知し、本原則に関して従業員を定期的に
教育すべく、また、従業員が報復を恐れずに苦情を報告するために、 工場は有効な仕組みを有することを確保すべ
く、努力を払います。従業員が仕事関連のことについて、報復を恐れずに匿名でハズプロのホットライン 

(EthicalSourcing@hasbro.com) に報告することができます。

8. 有利な条件の許容
ハスブロの名を利用して競争上の有利な条件を得る目的で、ビジネスに対し倫理に則った適切な姿勢で取り組まなか
ったり、賄賂やリベートの利用、または贈答品、特別な計らい、サービスの提供を行ったりする施設を、ハズブロは容認
しません。

9. 環境への影響
ハズブロは引き続き、健全な環境プログラム、および廃棄物の削減とリサイクル実践に取り組んでいます。施設は、環境
に関連するすべての適用法を遵守し、きちんと管理された安全な方法で有害物質を処分する必要があります。そのた
めハスブロは、事業と環境の両立性を改善するために、当社と同様に、継続的に献身的な努力を追求している施設とビ
ジネスを行う意向です。

10. 結社と団体交渉の自由
ハズブロは、認可を受けた組織または団体と連携すること（または、しないこと）、および違法な妨害や差別、報復または
嫌がらせを受けることなく団体交渉するという、すべての従業員の権利を認めます。
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11. 監視および取引関係終了の権利
施設が原則をきちんと遵守していることを確認するために、ハズブロは、定期的に施設を往訪して、労働条件および生
活条件をチェックする権利を有するものとします。これには、生産記録および生産実務、ならびに施設が管理する賃
金、労働時間および給与情報に対する予告なしの監査などが含まれます。原則に違反した場合、ハズブロはその独自の
裁量により、ベンダー、サプライヤーまたはライセンシー施設との取引関係を終了する権利を保持します。しかしながら
ハスブロは、検査または監査の過程で発見された問題に速やかに対処するために、施設と協力するよう努力します。監
査の過程で発見されたあらゆる問題に対して、ハズブロは、許容できる書面の是正アクションプランの実施を要求しま
す。施設が是正アクションプランの項目に対処しない場合、取引関係が終了することがあります。

12. 認定、無断下請外注の禁止
ハズブロは、これらの原則を遵守しているという書面による声明を施設に要求します。未承認の外注契約は固く禁じら
れており、違反した場合、取引終了の原因になります。

13. 適用法令の遵守
施設は、事業を行っている国の国内法令、その事業に適用される現地の法令、規制または基準、およびその拠点で確立
されている産業基準に準拠するものとします。ただし、上記の法令、規制、または基準のいずれかの規定と、本文書の規
定との間に矛盾が生じた場合は、より高い基準を定めた規定を優先するものとします。

ハズブロは、世界的な玩具協会、およびレスポンシブル・ ビジネス・アライアンス（RBA）の一員として、工場の労働条
件を改善するための多業種間による取り組みを強く支持し、これを支援しています。ハズブロは独自の監査を行う権利
を留保する一方で、RBAの社会的コンプライアンスプログラム（承認を受けた第三者監査人による定期的監査を含
む。）に参加するという十分な取り組みを行っています。

参照用として、RBA行動規範が本文書に組み込まれています。矛盾が発生した場合は、より厳しい基準が適用され
ます。
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別添B 

ライセンス付与承認シス
テムに関するガイダンス 

1. 工場の開示
工場は、LASにおける各個別の承認レコードに割り当てられなければなりません。以前に開示され承認を受けた生産
業者を、ライセンシー・ベンダーリストから選択するには、割り当ての追加を選択し、次にメインのベンダー・コンプラ
イアンスタブの下の工場を選択を選択します。

あなたの工場が工場を選択タブに表示されていない場合は、既存の工場を探すの検索機能を使用します。これは、ハ
ズブロの工場データベースをスキャンして、入力された工場がすでにLASシステムに存在するかどうかを判断する機
能です。

a. 既存の工場を探す 

ベンダー・コンプライアンス> 工場割り当ての追加> 既存の工場を探す>自分の工場を探す> 工場の詳細セクション
を記入します> 工場の追加の順にクリックします

マッチしない場合は、リストにない工場を追加を選択し、工場および工場の詳細セクションに、アスタリスクがついて
いないものも含めすべての情報を入力し、両方のチェックボックスにチェックを入れます。不明な情報があれば「N/A」
を入力します。

b. リストにない工場を追加
ベンダー・コンプライアンス> 工場割り当ての追加> リストにない工場を追加> 工場および工場の詳細セクションに
入力します> 工場の追加>の順に進み、48時間待ちます

c. 工場割り当ての表示
工場がレコードに割り当てられたら、工場割り当ての表示を選択して、適切に送信されたか確認します。

d. ライセンシーの連絡先を追加
製品の詳細の横にあるライセンシー情報タブをクリックして、連絡先情報の追加の下に連絡先詳細を入力します。

ライセンシーのためのハズブロ・エシカル・ソーシング・ガイド 2019年3月 11
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2. LASに社会的コンプライアンス監査報告書を提出 

社会的コンプライアンス監査報告書またはハズブロの工場自己評価アンケートをLASに追加するには、工場承認セク
ション（5ページ）に記載されている基準を満たしていることを確認し、以下の手順に従ってください。

a. 製品レコードをクリックします

b. メインのベンダー・コンプライアンスタブに移動します 

c. 監査報告書の追加タブに移動します
d. 工場と監査情報を追加します

e. 監査報告書またはハスブロの自己評価アンケートをアップロードします

f. ステップ2 – 送信完了をクリックします

新しい監査報告書は、システムにアップロードされ次第処理されます。「ベンダー・コンプライアンス」タブの色によっ
て、5営業日以内に承認ステータスが通知されます

注：
•  ディズニーのFAMAレター、証明書、およびCAPは、完全かつ詳細な監査報告書の代わりとしては認められません。

•  既存の工場が「出荷未承認」である場合、おそらく、社会的コンプライアンス監査の期限が切れています。この場
合、LASの監査報告書の追加の下に、監査報告書をアップロードする必要があります。

•  監査報告書は、1つのレコードに付き、一度アップロードするだけで済みます。その工場に割り当てられている各レコ
ードごとにアップロードする必要はありません。

•  監査報告書をアップロードする際は、報告書とファイル名は英語でなければいけません。また、特殊文字（漢字など）
は使えません。

3. 工場承認の確認 

ステータスの概要の下にある、メインのベンダー・コンプライアンスタブの下の工場ステータスをチェックして、ハズブ
ロ・エシカル・ソーシング担当が工場を承認したかどうか確認してください。

a.  出荷承認：工場が承認レコードに割り当てられました。工場は、記載された有効期限まで出荷が許可されていま
す。有効期限の日付時点で、その工場が引き続きハズブロと取引を行っている場合、新しい社会的コンプライアンス
監査報告書を提出する必要があります。

b.  保留：生産レコードに工場が割り当てられていないか、割り当てられていても情報が不足しています（工場割り当て
の追加で工場を再度選択し、工場の詳細を更新してから、両方のチェックボックスをクリックして工場の追加）。

c.  出荷未承認：工場は承認レコードに割り当てられていますが、監査報告書の期限が切れているか、監査報告書が許
容できない、あるいはハズブロのゼロ・トレランスまたはハズブロの重大問題が検出されたため、出荷許可が出てい
ません。ステータス概要タブで具体的な理由を見ることができます。

ベンダー・コンプライアンス ステータス概要
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別添C 

ハズブロが許可されてい
る国
アルバニア

アメリカ領サモア*

アンドラ*

アンギラ*

 アンティグア・バーブーダ*

アルゼンチン

アルメニア

アルバ*

オーストラリア*

オーストリア*

アゼルバイジャン

バハマ*

バーレーン

バングラデシュ

バルバドス*

ベラルーシ

ベルギー*

ベリーズ

ベニン

バミューダ*

ブータン

ボリビア

 ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボツワナ*

ブラジル

ブルネイ・ダルサラーム国*

ブルガリア

ブルキナファソ

カンボジア

カナダ*

カーボベルデ*

ケイマン諸島*

チャンネル諸島*

チリ*

中国

コロンビア

コスタリカ*

コートジボワール

クロアチア*

キプロス*

チェコ共和国*

デンマーク*

ジブチ

ドミニカ国*

ドミニカ共和国

エクアドル

エジプト・アラブ共和国

エルサルバドル

エストニア*

フィジー

フィンランド*

フランス*

フランス領ギアナ*

ガボン

ガンビア

ジョージア

ドイツ*

ガーナ

ギリシャ

グリーンランド*

グレナダ*

グアム*

グアテマラ

ガイアナ

ハイチ

ホンジュラス

香港特別行政区*

ハンガリー*

アイスランド*

インド

インドネシア

アイルランド*

イスラエル*

イタリア*

ジャマイカ

日本*

ヨルダン

カザフスタン

ケニア

キリバス

コソボ

クウェート

ラトビア*

レバノン

レソト

リベリア

リヒテンシュタイン*

リトアニア*

ルクセンブルク*

マカオ特別行政区

マラウイ

マレーシア

モルディブ

マルタ*

マーシャル諸島

マルティニーク*

モーリシャス*

メキシコ

ミクロネシア連邦

モルドバ

 *  監査報告書の代わりに、ハズブロの工場SAQの確認で済む低リスク国です。
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モナコ*

モンゴル

モンテネグロ

モロッコ

ナミビア

ナウル

ネパール

オランダ*

ニュージーランド*

ニカラグア

ニジェール

ノルウェー*

オマーン

パキスタン

パラオ

パナマ

パプアニューギニア

パラグアイ

ペルー

フィリピン

ポーランド*

ポルトガル*

プエルトリコ*

カタール*

北マケドニア共和国*

レユニオン*

ルーマニア

ロシア連邦

ルワンダ

サモア*

サンマリノ*

 サントメ・プリンシペ

サウジアラビア

セネガル

セルビア

セイシェル

シエラレオネ

シンガポール*

スロバキア共和国*

スロベニア*

ソロモン諸島

南アフリカ

韓国*

スペイン*

スリランカ

セントクリストファー・ネイ
ビス*

セントルシア*

 セントビンセント・グレナデ
ィーン*

スリナム

スワジランド

スウェーデン*

スイス*

台湾*

タンザニア

タイ

東ティモール

トンガ

トリニダード・トバゴ

チュニジア

トルコ

ツバル

ウガンダ

ウクライナ

アラブ首長国連邦*

英国*

米国**

ウルグアイ*

バヌアツ

ベトナム

ヴァージン諸島（米国）*

ヨルダン川西岸とガザ

ザンビア

 *  監査報告書の代わりに、ハズブロの工場SAQの確認で済む低リスク国です。
 **  米国内では、ニューヨーク市とロサンゼルス市が、監査報告書の提出を必要とする高リスク拠点であると見なされて
います。
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別添D

製造国に関す 
るガイダンス
禁止されている国
以下の国では、汚職やセキュリティ、人権問題、またはその他のリスクのために、ライセンス商品の製造が禁止され
ています。

• アフガニスタン
• アルジェリア
• アンゴラ
• ブルンジ 

• カメルーン
• 中央アフリカ共和国 

• チャド
• コモロ
• コンゴ民主共和国
• コンゴ共和国 

• キューバ
• 赤道ギニア 

• エリトリア 

• エチオピア
• ギニア 

• ギニアビサウ 

• イラン 

• イラク
• キルギスタン 

• ラオス 

• リビア
• マダガスカル 

• マリ
• モーリタニア
• モザンビーク
• ミャンマー 

• ナイジェリア
• 北朝鮮 

• 南スーダン
• スーダン 

• シリア
• タジキスタン
• トーゴ
• トルクメニスタン 

• ウズベキスタン 

• ベネズエラ
• イエメン 

• ジンバブエ

バングラデシュに関するガイダンス
バングラデシュでの調達における既知のリスクにより、バングラデシュのライセンシー工場は、バングラデシュの火災予
防および建設物の安全に関わる協定またはバングラデシュ労働者安全連合のいずれかの適格な要件を備えている必
要があります。また、そのような工場の包括的な社会的コンプライアンス報告書をライセンシーが送付することに加
え、コンプライアンスの検証を可能にするために、すべての構造、電気系統および防火安全改善策の80パーセントを
完了している必要があります。ベターワーク・バングラデシュ・プログラムに参加している工場は、ハズブロによる承認判
断において有利とされることになります。

ウズベキスタンとトルクメニスタン産コットンの輸入禁止について 
ウズベキスタンおよびトルクメニスタンは、それぞれ世界第3位と第9位のコットン生産国です。ハズブロは両国が、コ
ットンの収穫において成人および児童に強制労働を、大規模かつ体系的に強いているという報告を認識しています。さ
らに、アメリカ合衆国税関・国境警備局は2018年5月の時点で、「トルクメニスタン産のすべてのコットン、またはトルク
メニスタンのコットンを使用して全てまたは一部が生産された製品」の輸入を正式に禁止しました。これらの理由か
ら、いずれかの国で生産されたコットンを故意に使用して、ハズブロのライセンシーがライセンス商品を生産すること
は禁止されています。また、コンプライアンスを実践するために、適切なデューデリジェンスを行うプロセスが導入され
るべきです。
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•  贈収賄

•  未承認の外注

•  アクセス拒否

•  児童労働

•  強制労働

•  直ちに生命を脅かすような、健康、安全、環境上の
問題

強制労働

•  労働者が雇用手数料、採用手数料、その他の費用を支
払う

•  労働者が自由に雇用を終了させることができない、ま
たは離職を通知した場合に罰金を科される

•  雇用前に契約や条件が労働者に伝えられていない

•  契約が大幅に悪化した条件へと変更される

•   個人の重要文書が不本意に取り上げられている、また
はこうした文書へのアクセスを要求しても拒否される 

•  厳しい脅迫のせいで労働者の移動が制限されている

•  残業を拒否したことで、従業員に罰金またはペナルテ
ィが科される

児童労働

•  年齢を証明する文書が正しいことを確認するプロセス
がない

•  若年労働者が危険な仕事をさせられている、または夜
間勤務もしくは残業をしている

ハズブロのゼロ・トレランスに対する違反
ゼロ・トレランス問題とは、個人の権利、生命の安全、ハズブロの企業としての評判のすべてまたはいずれかに
深刻な影響を及ぼす問題のことです。ゼロ・トレランス問題で工場との取引が終了した場合、取引終了から12か
月の間、ライセンシーは改めて承認を求めることはできません。

ハズブロが重大問題とみなす場合
重大問題とは、個人の権利、生命の安全、ハズブロの企業としての評判のすべてまたはいずれかにマイナスの影響
をおよぼす問題です。

それらは、レスポンシブル・ ビジネス・アライアンス（正式にはEICCと呼ばれています）行動規範とも一致してい
ます。ライセンシーの製造元でこれらの問題が明らかになった場合は、直ちにその問題に対処しなければなりませ
ん。ライセンシーは製造元と協力して是正アクションプランを作成し、工場の承認を維持できるように、効果のある
改善措置を実行しなければなりません。この改善措置は、フォローアップの監査で検証されます。

別添E 

ハズブロのゼロ・トレランス
および重大違反
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賃金と給付

•  労働者が有効な診断書を提示しても、病気休暇や出産
休暇が与えられない、または法令上の出産給付金が支
給されない

•  労働者の賃金が最低賃金を下回っている、または賃金
の支払いが遅れている

•  政府や規制上の控除の払込みが滞る、または期限内
に支払われない

•  法的に義務付けられている事業者拠出金の支払金額
が正確でない

•  社会保険を100％負担（中国：対象となる傷害・事故保
険ついては少なくとも80％）。

•  給与や勤務時間の計算に矛盾がある

労働時間

•  労働時間が週60時間以上（組織全体または40％を超
える労働者）、または週72時間以上（15％を超える労働
者）、または週84時間以上（任意の労働者）である

•  6〜12日（組織全体または40％を超える労働者）、また
は12日間を超える日数（5％を超える労働者）、または
24日間を超える日数（任意の労働者）など、連続6日間
ごとの労働に対して休暇がない。

虐待と差別

•  非人道的な扱いが報告され、これが確認されているに
もかかわらず、工場管理者が措置を講じない

•  監督者または経営層による、言葉での虐待や身体への
虐待がある

•  経営層が組織ぐるみで、法律で保護されている人たち
に重大な被害を及ぼすような差別を行う

•  工場が執拗に労働者に対し報復行為をする

•  監査人の面接に選ばれた従業員が、経営層から口裏
合わせの要請や脅迫を受ける

•  同じ仕事をしているにもかかわらず、出稼ぎ労働者の
賃金が、地元の従業員の賃金よりも低い

•  組合活動に参加したことで従業員が処罰された

•  合法的なストライキに参加したせいで従業員が解雇
された

衛生、安全および環境

•  労働安全
•  死亡または身体損傷の差し迫ったリスク
•  化学物質の安全性に関する不十分なリスク評価や管
理

•  適切な個人用防護具が着用されておらず、労働者に
差し迫ったリスクがある

•  生産棟や倉庫を寮として利用している、またはその逆
のケース。

•  緊急災害対策
•  消火設備、自動検知システム、警報または通知システ
ムがない、または不十分である 

•  リスク評価がなく、緊急対応計画もない 

•  必要な非常口の数が足りない、避難口や出口の標識
について、設置されていない、電力供給が不十分、適
切に機能していない、障害物が置いてある、もしくは
視認できないといった状態の、すべてまたはいずれ
か （組織全体または小さな問題が3件ある状態）

•  非常口がブロックされている、開けにくい、または簡
単にたどり着けない 

•  過去12ヶ月またはそれ以上の期間、緊急避難訓練が
実施されていない

•  個人保護防具が良い状態にない、不十分、どこにある
か分からない、またはすぐに使える場所に置かれて
いない

•  職業上の傷害および疾病 

•  医療緊急要員または手順が未整備

•  機械に対するセーフガード 

•  労働者が安全に機械を操作していないため、生命ま
たは身体への差し迫ったリスクがある

•  衛生、食品、および住宅 

•  寮やアパート、食堂やキッチンのすべてまたはいずれ
かが安全でなく、施設損壊、死亡、または身体損傷の
差し迫ったリスクがある

•  環境 

•  環境状況が、労働者や地域社会に差し迫った悪影響
を及ぼすことが明らかである
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別添F 

ハズブロの監査
人リソース
監査法人 対象 氏名 電子メール

Arche Advisors 欧州、米州 David Vargas david.vargas@archeadvisors.com

Elevate 欧州 Alessandra 
Fabbri 

alessandra.fabbri@elevatelimited.com 

北米 Ayari Flores aflores@elevatelimited.com

南米 Magalli Sanchez msanchez@elevatelimited.com

Footprints CSR バングラデシュ、中国、イン
ド、インドネシア、日本、マレ
ーシア、フィリピン、スリラン
カ、台湾 

Saif Khan saif.khan@footprintscsr.com

KSI 

Consultancy
トルコ Atilla Cilesiz atilla.cilesiz@gmail.com 

Openview バングラデシュ、カンボジ
ア、中国、香港、インド、イン
ドネシア、マカオ、パキスタ
ン、台湾、タイ、ベトナム

Merry Zhang merry.zhang@openviewservice.com

Social 

Compliance 

Service Asia 

(SCSA)

中国、香港、インドネシア、マ
カオ、台湾、タイ、ベトナム

Samuel Wong samuel.wong@scagroup.com

Velar アルゼンチン、ブラジル、チ
リ、コロンビア、エクアドル、
エルサルバドル、グアテマ
ラ、メキシコ、ペルー、米国

Oxfander 

Ramirez

oramirez@velar-intl.com

注：ハズブロの独自の裁量により変更される場合があります
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別添G 

ハズブロ・エシカル・ 
ソーシング担当窓口
対象 氏名 電子メール

一般 ハズブロ・コンプライアンス・
メールボックス

vendorcompliance@hasbro.com

以下に拠点を持つライセン
シー：アフリカ、欧州、中
東、南北アメリカ

Amelia Subervi amelia.subervi@hasbro.com

以下に拠点を持つライセン
シー：アジア太平洋地域お
よびインド

Bryan Mak bryan.mak@ap.hasbro.com
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1.  LASを介して、どの工場をハズブロに開示する必要が
ありますか？

最終組み立て工場のみをLASを介してハズブロに開
示して、エシカル・ソーシングの承認を得る必要があ
ります。これには、オーナー保有のメーカーと第三者
メーカーの両方が含まれます。

2.  私たちの工場は最近監査を受けました。それでも、ハ
スブロの社会的コンプライアンス監査を実施する必要
がありますか？

二度手間を避けるために、ハズブロは、予定の生産
開始日より12ヶ月以内に実施された監査であれば容
認することが多いです。ハズブロ・エシカル・ソーシン
グ担当は、提出された監査報告書をケースバイケー
スで評価し、その監査がレビューおよびその後の承
認のために許容できるかどうか判断します。監査日
（過去12ヶ月以内でなければなりません）、信頼でき
る監査人が監査を行ったかどうか、そして工場の労働
条件に関して、ハズブロ独自の裁量による詳細かつ
包括的な情報が含まれているかどうかが承認基準に
なります。

3.  工場が承認されるまでどのくらいの期間が必要で
すか？

 工場が承認を得るまでにかかる期間はそれぞれ異な
ります。監査報告書がアップロードされるまでは、エ
シカル・ソーシングに沿った工場のレビューは開始さ
れません。新しい監査報告書がLASにアップロード
された後、48時間以内に報告書を確認し、これを処
理するよう努めますが、最大5営業日かかる場合もあ
ります。

工場の当初のコンプライアンス水準によって承認の
期間が異なるため、承認プロセスをできるだけ早く
開始することをお勧めします。監査の経験がない工場
や、コンプライアンス水準が低い工場では、問題のな
い水準のコンプライアンスに達するまでに数ヶ月か
かることがあります。

4.  工場が割り当てられた各レコードに監査報告書をアッ
プロードする必要がありますか？

1つの生産レコードに一度だけ監査報告書をアップロ
ードする必要がありますが、アップロード後は監査報
告の表示タブの下の各レコードに表示されます。その
後の生産レコードに関しては、以前に割り当てられた
工場を選択するだけでよく、ライセンシーは監査報告
書を再度アップロードする必要はありません。

5.  最初にレコードに割り当てられた際に工場が承認さ
れても、生産が始まる前に期限が切れたらどうなりま
すか？

ライセンシーは、年間を通して工場の遵守状況を監
視し、承認の期限が切れたら、（ハズブロの重大問題
が明らかになってから12か月後または120日後に）更
新された社会的コンプライアンス監査報告書
を、LASに改めて提出する必要があります。工場承
認の期限切れ通知は、ステータス概要タブで見るこ
とができます。

6.  新しく割り当てられた私の工場が「保留」と表示される
のはなぜですか？

新しく割り当てられた工場の「ベンダー・コンプライア
ンス」のステータスが、2日間を過ぎても「保留」であ
る場合は、ライセンシーが工場の詳細ボックスを完全
に記入していないことが原因と考えられます。工場
割り当ての追加で工場を再度選択し、工場の詳細を
更新して、両方のチェックボックスをクリックし、工場
を追加をクリックしてください。

別添H 

よくある
質問
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別添I 

ハズブロの 
工場自己評価 
アンケート

ライセンシー名：

施設名：

自己評価日：

このフォームの各問にできる限り回答し、LASの監査報告書をアップロードタブにアップロードしてください。

工場レベルの社会的責任

工場の情報および連絡先

1 企業名：

2 工場名（ビジネスライセンス名）：

3 工場の所在する番地：

4 工場の所在する都市：

5 工場の所在する州または都道府県：

6 工場の所在する国：

7 工場の郵便番号：

8 この工場で生産されている製品を記入してください：

9 過去12か月間に、あなたの工場の運営や事業活動に関連したデモ、 
抗議行動、または不利なメディア報道はありましたか？

従業員の概要

1 あなたの工場に雇用されている従業員は何人ですか？

2 あなたの工場には、国内外の出稼ぎ労働者（監督者、役員、経営層、専門職を除
く）を含む男性労働者が何人いますか？

3 あなたの工場には、国内外の出稼ぎ労働者（監督者、役員、経営層、専門職を除
く）を含む女性労働者が何人いますか？
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若年労働者

1 あなたの工場では、男女何人の学生、実習生および見習い労働者が雇用 
されていますか？

2 あなたの工場では、15歳未満または現地の法定年齢がそれ以上 
高い場合は、その年齢に満たない労働者を雇用していますか？

3 あなたの工場では、15歳から18歳までの労働者が何人雇用さ 
れていますか？

4 若年労働者が夜間勤務や危険な仕事をしていたり、化学物質、機械、道具、また
は過度の低温、熱、もしくは騒音による危険にさらされていたりしていますか？

契約労働者

1 あなたの工場は、第三者の人材派遣会社から紹介された外国人または出稼ぎ労
働者を雇っていますか？

2 第三者の人材派遣会社を何件利用しているか記入してください。

3 あなたの工場では、男女何人の間接労働者、契約労働者または派遣労働者が雇
用されていますか（地元および外国人労働者で、工場と直接契約を結んでいな
い、経営層ではない労働者）？

4 間接労働者、契約労働者、派遣労働者のうち、出稼ぎ労働者は何人ですか？ これ
らの労働者はどの国の出身ですか？

出稼ぎ労働者

1 あなたの工場では、男女何人の出稼ぎ労働者が雇用されていますか？ 監督者、
役員、経営層、専門職は除外してください。

2 外国人出稼ぎ労働者の人数を国籍別に記入してください。

3 労働者が話す主な言語：（出稼ぎ労働者を含む） 監督者、役員、経営層、専門職
は除外してください。

強制労働

1 労働者は、妥当な事前通知を伝えれば、違約金を支払うことなくいつでも
自由に退職できますか？

2 工場または労働者ブローカーに対し、保証金、債務、他の義務を負っている
労働者はいますか？

3 労働者は、勤務時間外および勤務シフトが終了したら、工場および工場の
寮から自由に外出することができますか？

4 工場（または労働者ブローカー）は、労働者の身分証明書またはパスポー
トを差し押さえていますか？

5 労働者は雇用前または雇用中に、保証金の支払いを要求されますか？
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ありがとうございました
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