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概要

Life Fitness は、健康的な生活の実現に尽力しています。
誠実に事業を行うこと
は、
そうした使命の重要な要素です。Life Fitness は、事業を行う国および地域
の法令を遵守するとともに、正直かつ倫理的な方法で事業活動を行います。
当社は、
サプライヤーが同じ水準で法令遵守と倫理的な行動の取り組みを示す
ことを期待しています。

適用範囲

サプライヤー行動規範は、Life Fitness のブランド系列、当社の世界中の取
扱店/販売代理店、子会社および関連会社 (以下「Life Fitness」
または「当社」)
にサービスや商品を提供するサプライヤー、ベンダー、
その他の第三者 (以下「サ
プライヤー」
または「貴社」) に適用されます。
サプライヤーが当社と取引を行う
場合や、当社に代わって業務を行う場合は、常に本サプライヤー行動規範を遵
守することが期待されます。

範囲

サプライヤー行動規範は、Life Fitness のブランド系列、当社の世界中の取
扱店/販売代理店、子会社および関連会社 (以下「Life Fitness」
または「当社」)
にサービスや商品を提供するサプライヤー、ベンダー、
その他の第三者 (以下「サ
プライヤー」
または「貴社」) に適用されます。

環境

Life Fitness は、環境への影響を最小限にとどめる方法で、業界をリードする製
品と体験を提供することに努めています。当社は事業活動において環境持続可
能性の実現に継続的に取り組んでおり、当社のサプライヤーに以下のことを期
待します。

• 適
 用される環境関連の法律、規制、規則および基準に従って事業活動を
行うこと。
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• 環
 境への影響が可能な限り最少のサービスや製品を提供することに努
めること。
これには、エネルギーを効率的に利用すること、材料や製品を
可能な限りリサイクル、再利用すること、以下を最小限に抑えることが含
まれます。
発生する廃棄物の量と有毒性、水の使用量、環境に放出される
汚染物質の量。

• 環
 境に害を及 ぼす恐れのある化学薬品やその他の物質を特定、管理
して、その安全な取り扱い、使用、保管および処分を確実にすること。
業務活動から発生する有害な大気排出物、排水、廃棄物を特定、監視、
管理、処理および削減すること。特定物質の使用を制限する当社の要件
(リサイクルまたは処分に関するラベル表示を含む) を遵守すること。
• 適
 用される環境要件を遵守し、
これに対応するために、当社に全面的に
協力すること。

Life Fitness は、
サプライヤー
が本サプライヤー行動規範
に従って事業を行うことを期
待しています。

サプライヤー行動規範
誠実な事業活動と企業倫理

業務上のやりとりを、Life Fitness および当社の世界中の従業員との間で行う
場合や、当社およびその世界中の従業員に代わって行う場合には、常に高い水
準の誠実さを維持しなければなりません。
贈収賄禁止および腐敗行為禁止

サプライヤーがなんらかの形の賄賂またはリベートの申し出、許可、提供、約束、
要求、受領を行うことは、世界のどの地域であっても厳に禁止されます。
サプライ
ヤーは、当社に対して、
または当社に代わって事業、販売、
サービス提供を行うあ
らゆる国で貴社に適用される米国の海外腐敗行為防止法、英国の贈収賄禁止
法、
および類似する国際的な腐敗行為防止法を継続的に遵守することが期待さ
れます。Life Fitness は、
贈収賄、
腐敗行為、
強要、
横領、
および類似犯罪に関して
一切容認しない方針を定めており、
サプライヤーにも同様のことを期待します。

当社とサプライヤーとのすべての商取引は、サプライヤーの帳簿や記録に透明
かつ正確に反映される必要があります。
サプライヤーは、法律違反 (贈収賄や腐敗行為の可能性に関する懸念を含む) を内
密に報告する機会を自社の従業員に提供する方針を維持する必要があります。
輸出入管理と経済制裁

サプライヤーは、物品、サービス、
ソフトウェアおよびテクノロジーの輸出入につ
いて規定したすべての適用法令を遵守することが期待されます。
また、サプライ
ヤーは、米国やその他の経済制裁に関する法令に基づいて取引が禁止されてい
る国、政府、事業体、個人と取引を行わないことも期待されます。
利益相反

サプライヤーは、利益相反が生じる活動はもとより、利益相反が生じるように見
える活動も行ってはなりません。貴社のサプライヤーとしての役割を果たす能力
が、貴社の他の取引関係によって妨げられたり、妨げられるように見えたりする
ことがあってはなりません。
貴社と当社との取引に影響を及ぼし得る決定を行う
ことができる Life Fitness の従業員と、貴社のいずれかの従業員またはその家族
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が親しい場合にも、利益相反が生じる可能性があります。
そのような関係がある
場合は、当社との交渉を開始する前または当社との契約に署名する前に開示し
なければなりません。
あらゆる利益相反 (利益相反の可能性を含む) は、判明し
た時点で速やかに Life Fitness の調達担当者または Life Fitness 法務部門 (Life
Fitness Law Department) に開示しなければなりません。
政府との取引

サプライヤーは、Life Fitness 法務部門から書面による事前許可を得ることなし
に、Life Fitness に代わって政府、公的国際機関 (国連など)、
またはその機関や
職員と取引を行うことはできません。
贈り物

Life Fitness の従業員への贈り物、食事、娯楽の提供は、高額でなく、頻繁でな
く、
かつ正当な業務上の利益に役立つものでなければなりません。Life Fitness
の従業員への娯楽の提供は、相互尊重の方針に沿った状況においてのみ行うこ
とができます。Life Fitness の従業員に現金や現金同等物 (ギフト カードなど)
を贈ることはできません。
プライバシーと知的財産

貴社が当社との取引関係の過程で当社から取得した秘密情報と個人情報は、
安全に保護し、適切な目的にのみ使用しなければなりません。
貴社は、適用法を
継続的に遵守し、
プライバシーと有効な知的財産権の保護を確実にするために
最善を尽くす必要があります。
責任ある材料調達

貴社が当社に代わって製造する製品や当社に販売する製品にタンタル、
スズ、
タングステン、金が含まれる場合、貴社は、
コンゴ民主共和国やその周辺におい
て人権侵害を行っている武装集団がこれらによって直接または間接的に利益を
得ることがないように合理的に保証する方針を維持するものとします。
貴社は、
これらの鉱物の供給源と流通過程の管理についてデューデリジェンス審査を実
施し、当社が要請した場合にはその内容を提供するものとします。

サプライヤー行動規範
安全衛生

当社は、貴社が自社の作業員に安全かつ衛生的な作業環境を提供することを期
待します。
当社は、労働災害は防止できると考えています。Life Fitness は、
サプラ
イヤーに以下のことを期待します。

• 貴
 社の事業および製品に適用される安全衛生に関するすべての法律、規制
および基準を遵守すること。
• 安
 全衛生管理プログラムおよびプロセスを導入し、維持すること。
これに
は、作業場所での従業員の危険への暴露を評価、管理すること、緊急事態
を特定し、対応計画を作成すること、安全衛生の実績を継続的に改善する
ことが含まれますが、
これらに限られません。
• 該
 当する安全衛生問題について従業員が十分な訓練と教育を受けている
ことを確実にするためにトレーニングを提供すること。
• 労働災害の防止に努めること。

製品の安全性

サプライヤーは、適用法で要求される安全および品質基準だけでなく、当社の品
質基準を満たす製品やサービスを提供しなければなりません。貴社は、当社に提
供するまたは提供した材料や部品に関する製品安全の問題 (製品リコール、製品
取り扱いガイドライン、野外調査、顧客への報告が含まれるが、
これらに限られな
い) に関連して Life Fitness に協力し、支援を提供しなければなりません。
偽造防止

Life Fitness は、自社のすべての製品について最高の品質と信頼性を実現すること
に努めています。

そのため、Life Fitness は、自社製品に偽造部品が使用されるのを防ぐ必要があ
り、サプライチェーンに流入する可能性がある偽造部品または偽造が疑われる部
品を検知し、報告するためのプロセスを導入しています。
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貴社は、当社に提供するすべての部品と材料の出所を把握し、その信頼性を確
保することが期待されます。当社が部品または材料の供給源に関する情報を合
理的に要請した場合、貴社はこれに応じなければなりません。

労働基本権と人権

児童労働と人身売買の防止

Life Fitness は、
サプライ チェーンにおける児童労働、強制労働、人身売買 (国際
労働機関の定義による) などの虐待的、詐取的または違法な条件に関して一切
容認しない方針を定めています。

当社は、サプライヤーがすべての業務において安全かつ衛生的な労働条件を
提供し、嫌がらせや差別のない寛容な労働環境を構築することを期待します。
また、従業員の報酬、労働時間、労働条件に関する法律上の要件を満たしている
か、
それ以上であることを期待します。

サプライヤー行動規範
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法令遵守

当社はサプライヤーが適用されるすべての法律、規則および規制を遵守
することを期待します。
さらに、Life Fitness が法律上の義務を遵守する
際に合理的な支援を要請した場合には、
これに協力することを期待して
います。

サプライヤーの責任と結果

Life Fitness は、
サプライヤーが本サプライヤー行動規範を遵守すること
を期待しています。
サプライヤーは、本サプライヤー行動規範の違反や懸
念があれば、当社に速やかに通知しなければなりません。
サプライヤーは、Life Fitness の業務を担当する従業員、
サプライヤーお
よび下請業者に本サプライヤー行動規範を周知し、遵守させるための措
置を講じなければなりません。
Life Fitness は、
本行動規範の遵守を確認するために必要な場合、
貴社の
施設を訪問し、
書類を確認して完全な監査を実施する場合があります。

適用法や本サプライヤー行動規範の違反があった場合、 Life Fitness
は、独自の裁量により適切な措置 (最も重大な場合には、
サプライヤー契
約の解除を含む) を講じる権利を留保します。

LIFE FITNESS 行動規範

貴社は、Life Fitness 行動規範 (以下で参照可能) を読み、十分に理解し
たうえで、Life Fitness 行動規範に従って業務を行うことに同意すること
を確認するものとします。
www.LifeFitness.com/company/ethics/Codeofconduct.php

サプライヤーは、 Life Fitness
の業 務を担 当する従 業 員、
サプライヤーおよび下請業者
に本サプライヤー行動規範を
周知し、遵守させなければな
りません。

サプライヤー行動規範

お問い合わせ先

本サプライヤー行動規範についての質問
は、Life Fitness の調達担当者または Life
Fitness 法務部門に問い合わせてください。
Life Fitness Law Department
9525 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 600
Rosemont, IL 60018 USA
legal@lifefitness.com
847.288.3300

07

サプライヤー行動規範

©2019 Life Fitness, LLC.複製・無断転載不可。
ライフ･フィットネス、
ハンマー・ストレングス、Cybex、ICG、SCIFIT は、Life Fitness, LLC、
その関係会社および子
会社の登録商標です。
Brunswick および関連する商標は、Brunswick Corporation からのライセンスにより使用されています。
HR-01-19 (06.19)

08

