


社長兼CEOからのご挨拶
Gildanの全従業員、役員、取締役の皆さま

Gildanは、世界各地で行っている事業と業務において高い倫理基準を遵守することに取り組んでいます。 
個人の立場で言えば、私たちの行動や振る舞いがビジネス上の取引や関係に与える潜在的な影響を認
識しています。 したがって、社員、顧客、サプライヤー、請負業者、投資家との対応やコミュニケーションの
方法、および利害関係者が係るあらゆる問題の対処方法が非常に重要となります。 

当社は、雇用の際には、特に、誠実さを示し、当社の価値を共有する人を求めます。 従業員が強固な基盤と
して誠実さを持っていれば、意思決定の際に当社独自の利点となります。 個人の価値観と誠実さによって、
私たちは常に正しい方向に向かうことができます。 しかし、私たちの価値観がどれほど強固で、判断力がど
れほど確かでも、適切な行動指針がすぐに明らかにならない場合があります。 このような場合に、当社の
倫理規範が必要となります。 Gildanの倫理規範は、3つのコアバリューを基盤として構築されています。

起業家として行動する    |    責任ある事業運営を行う    |    共に働く人を信頼する

Gildanの倫理規範には、倫理的行動に対する誠実さと期待に関する当社の基準が定められています。 本
倫理規範は、当社のコアバリューに基づいて意思決定を行う際のガイダンスとして確立されました。 しか
し、当社の倫理規範がさまざまな具体的問題に対してガイダンスを常に提供できるとは限りません。 本
倫理規範または関連する会社方針で定められているかどうかにかかわらず、質問や懸念がある場合は、
ガイダンスを求めることをお勧めします。 上司から人事部、法務部、 またはGildanの倫理・不正防止コン
プライアンス委員会の担当者まで、 あらゆる部署から支援が得られます。 内部通報の
ためのGildanエシックス・インテグレティ・ホットラインにもいつでも電話できます。 
Gildanでは、報復は容認されていないので、 誠意ある通報に対して意図しないよう
な影響を心配する必要はありません。
 
当社の社会的評価と企業イメージは、全社をあげてこのような原則を遵守するこ
とで築き上げられています。 本文書をよくお読みいただき、上記の原則を遵守して
ください。 私たちは皆、前途洋々たる未来が開かれている優良企業のGildanを 
代表しています。

最後に、皆さまのご活躍を期待しております。

Glenn J. Chamandy 
社長兼最高経営責任者 



起業家として行動する

Gildanは、卓越性を追求し、現状に常に挑戦していきます。 Gildanの起業家精神
は、当社の創立理念である企業DNAとして、より多くのことをより良く継続する
リーダーシップの情熱に反映されています。 当社は、組織全体を通して、所有
者の意識と説明責任を徹底し、将来の発展と成功を追求してまいります。

私たちが達成できることに限界はありません！

責任ある事業運営を行う

Gildanでは、責任ある事業運営をすることが長期的な目標を達成するために
重要であることを理解しています。 会社のあらゆる分野でのベストプラクティ
スと、倫理的で安全、かつ持続可能な製造施設の運営に対する真摯な取り組
みは、社内の細部にいたるまでの決定に影響を与えます。 製品の品質とその
製造方法で高く評価されていることを誇りに思います。

毎日アパレルのために、適正に実践！

共に働く人を信頼する

Gildanは、事業を展開するどの現場でもエンパワーメントとチームワークを重
視しています。 袖をまくり上げて共に作業するとき、 達成できないことは何も
ないことを知っているからです。 私たちが製造する製品と私たちが生きる人
生に抱いている誇りは、世界中の従業員、顧客、 投資家、パートナーへの取り
組みを通して確認することができます。

成功はすべて従業員によって決まる！
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倫理規範へ 
ようこそ
倫理規範の役割とは？
本倫理規範は、倫理と誠実性に関して全従業員の行動に関するGildanの基準と期待

を定めており、当社の事業と業務を導く枠組みとして機能しています。

本倫理規範は、Gildanでの仕事に関して考えられるあらゆる疑問に対応しているわけ
ではありません。 したがって、特に最善の決定が明確とはいえない場合に、行動と措
置を正しい方向に導くことを目的としています。 当社の倫理規範は、一人ひとりが直
面する多くの問題に取り組むための出発点として、基本的なルールを確立し、特定の
状況で何をすべきか、どのように行動するかについてのガイダンスを提供しています。 
また、そのような問題に対して実行可能な対応を提案しています。

倫理規範を業務にどう適用するのか？
単に規範を保持するだけでは十分ではありません。日常の活動や職場でのやり取り
に この規範を適用する必要があります。 当社の倫理規範、会社方針、その他のコンプ
ライアンスリソースを最大限に活用するには、まずこのような規則を読んで理解する必
要があります。 特定の規則が業務にどのように適用されるかが明確でない場合、質問
する 必要があります。 規則を知らないからといって、本倫理規範、Gildanの方針または
関連法令に違反してもよいという弁解にはなりません。 問題の関わり、問題について
議論し、倫理的な行動を最優先にします。 本倫理規範は、複雑な状況に迅速に対応す
る必要がある場合の参考ガイドとして使用してください。 何よりも、本倫理規範と、そ
の規範に記載する事例、方向性、およびリソースをGildanを代表する行動すべてに適用
してください。 

個々の状況によりその複雑さも異なります。 これは、特別な規則や規 
制上の問題が係っている場合が考えられます。 そのような状況につい
ては、当社はすでにより具体的な方針またはガイドラインを定めてい 
ます。 このような規範の領域では、会社方針を参照するものとします。 
この方針には、本文書の一部として含めることは実用的ではない追加
情報とガイダンスが定められています。 参照用の方針、 ガイドライン、
およびその他のリソースはすべて、Gildan Connect 

（www.gildanconnect.com）に記載されています。
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倫理規範に従う必要がある人とは？
当社の倫理規範は、Gildanのすべての従業員、役員、および取締役がどこにいたとして
も常に適用されます。 社内で果たす役割および会社で働いた期間はこのこととは無
関係です。 私たち全員が同じルールに従うことが求められています。

また、サプライヤー、代理店、請負業者、コンサルタント、ライセンシー、および他のすべ
てのビジネスパートナーが、Gildanと取引を行う際に同様の倫理的原則を遵守するこ
とが求められています。 当社のベンダーガイドブックは、特に当社が取引するサードパ
ーティ企業に関するものであり、求められる遵守内容について詳しく説明しています。 

現場管理責任者が果たす役割とは？
現場管理責任者はまず、Gildanのリーダーとして、Gildanが誠実かつ正直であるという
社会的評価に基づいて、倫理的な職場環境を構築する責任があります。  現場管理責
任者としての役割を以下に示します。

従業員に求められる模範を定める

自由に話し合える環境を整え、 
疑問点を明らかにし、懸念事項を報告しやすいようにする

違反または不正行為に関する報告はすべて、迅速に管理職に報告する 

職場での不正行為に注意を払い、 
潜在的な違反に迅速に対処する

Gildan Activewear Inc. 
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支援を求め、 
問題を提起する方法
質問と懸念事項を伝える報告先はどこか？
本倫理規範に基づく最も重要な責任の1つは、最も基本的なものでもあります。疑問
や懸念を抱いたときに、声を上げることです。 しかし、それは必ずしも簡単なことでは
ありません。 当社は、報告書を提出することに不安を感じる場合があることを理解し
ています。 事実をすべて把握していない場合は特に不安になります。 

このような状況を踏まえ、Gildanは不安や恐れを持つことなく各種リソースにアクセス
できる強力で自由に利用できる環境を整備しています。 実際の不正行為または不正
行為の疑いについて報告することで、当社は問題の原因を解決し、問題の悪化や再発
を防止することができます。 質問がある場合、または法令違反や倫理違反の可能性を
報告する場合：

上司に相談する

上司と話すのが気が進まない場合、または上司と話したが、問題が適切に処理または
解決されたと思わない場合は、次のいずれかを行うことをお勧めします。

人事部に報告する
法務部に報告する、または電子メールで 
EthicsAndCompliance@gildan.comまで報告する
倫理・不正防止コンプライアンス委員会の委員に相談する 委員全員のリストは
本倫理規範のリソース・セクションに記載されています。

上記のリソースのいずれかに自由に連絡を取ることを常にお勧めしますが、匿名で懸
念事項を提起することも認められています。 たとえば、次のような方法があります。

倫理・コンプライアンスホットラインによる通報 ホットラインの詳細は本倫理規
範のリソース・セクションに記載されています。 電話またはWebサイトでホットラ
インに連絡する場合は、名前と連絡先情報を残さない限り、どちらの方法でもあ
なたは特定されることはありません。 身元情報と連絡先情報を共有する場合、
この情報は、機密情報として取り扱われ、現地の法律に準拠し、徹底的な調査を
実施する必要性に応じて共有されます。 ご提供いただいた情報は、追跡調査の
ために適切なGildanリソースに送信されます。 
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Gildan Activewear Inc. 

Gildanでは報告をどのように処理しているか？
報告する際には、現地の法律に準拠して、機密情報として取り扱われるので、ご安心く
ださい。 ささいな報告や重要でない報告などはありません。 報告はすべて、迅速かつ
徹底的に評価され対処されます。 報告を行った後、調査の結果は適時連絡されます。
措置が講じられたどうかを心配する必要はありません。

報復に対する当社の方針はどのようなものか？
当社は、本倫理規範、当社の方針または法律に違反する可能性があると誠実に報告し
た者に対しては報復を行いませんし、報復を容認することもありません。 誠実に行動す
るとは、知っている情報をすべて提供し、誠実で完全な報告を行うことです。 すべての事
実を把握しておく必要はありませんが、懸念事項について話し合うときは正直でなけれ
ばなりません。 

エドゥアルドはマリアの言うことを心配する必要はありません。 Gildanは、職場で 
の不正行為を正直に報告した人に対するいかなる報復も容認しません。 この場合、
マリアは会社の記録を改ざんすることで本倫理規範に違反しているので、彼女の行
動については適切に処理できるように必ず報告する必要があります。 エドゥアルドが 

直属の上司に近づきにくい場合は、本倫理規範に記載する他のリソースに連絡する
ことができます。 さらに、マリアはエドゥアルドへの発言でも本倫理規範に違反して
います。

エドゥアルドは、同僚のマリアが最近、重大な誤りを含む報告書を提出したことに気
付きました。  マリアは誤りを知っていますが、報告書を急いで作成し、誤りの原因を
特定して修正するのに時間を費やす価値はないと考えました。 エドゥアルドはマリア
に対して、マリアの行ったことと不正確な数字を含む報告書を提出することが重大な
結果をもたらす可能性があることについて指摘すると、彼女は笑いながら次のように
言います。「このことを報告したらどうなると思いますか？ あなたが不平を言っている
人だとわかれば、昇進することはありませんよ。」 そこで、エドゥアルドは彼女の行為
について報告することに不安を感じています。 エドゥアルドが報告したために将来 
の昇進の機会を逃した場合はどうなりますか？

シ
ナ

リ
オ
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当社の倫理規範に定められた規則に加えて、Gildanで行うことはすべて、事業を展開す
る国の法律、規則、規制を 遵守していなければなりません。 これらの法律と当社の倫
理規範との間に矛盾があると思われる場合は、法務部の担当者に相談してください。

当社の倫理規範、会社の方針、または法律に違反する者は、 解雇を含む懲戒処分の
対象となります。 重大な法律違反の場合、 罰金、罰則、懲役などを含む処罰を受ける
可能性があります。 団体協約が適用される場合、Gildanはその協約で定義されている 
懲戒処分を行います。

違反するとどのような結果を招くか？

通報をした人、または 誠意を持って調査に参加した人に対して報復する人は、 解雇を
含む懲戒処分の対象となります。 意図的に虚偽の報告をしたり、虚偽の不当な告発を
したりする人にも 同じ処分が行われます。

詳細情報が必要な場合は？

従業員が疑わしい行為に関す
る苦情や懸念を報告する手順

内部告発に関する方針：   
Gildan Activewear Inc.が会計、
内部会計管理、または監査事
項に関して従業員以外の者か
ら受け取った苦情の受領、保
持、および取り扱い

GildanConnectで次の方針と 
手順を参照してください。

倫理規範             5



社員に対する
倫理と誠実さ

健全な職場環境には、同僚を同じ思いやりとプロ意識を持って接することが不可欠で
す。 また、それが他の倫理的行動の基盤ともなります。

当社は、すべての従業員を尊敬、尊重し、一人ひとりの違いを認めることを意味する、 
インクルージョンの文化を育みます。  Gildanは、すべての個人が平等な機会を持つべ
きであるという原則を支持し、 雇用、異動、昇進、懲戒処分などの雇用関連の決定は
すべて、 人種、肌の色、性別、性的指向、婚姻、宗教、政治的所属、国籍、民族的背景、社
会的出身、年齢もしくは障害、またはその他の法的に保護された特性に関係なく行わ
れることを保証します。

 職場で、言葉または身体的を問わず、緊張、不快感、敵意または暴力を引き起こす可 
能性のあるあらゆる脅し、ハラスメント、脅迫または虐待を受けることなく 基本的労働
権を個人として共有します。 たとえば、ハラスメントには、  望ましくない性的嫌がらせ 

（口頭または身体）、脅迫または暴力行為、攻撃的なジョークまたは発言が含まれま
す。 屈辱、侮辱、脅迫、または疎外を含むいじめは、不快なまたは敵対的な職場環境を
生み出すこともあります。このような言動はすべて、Gildanでは厳しく禁止されています。 

Gildanで差別、ハラスメント、脅迫、虐待、職場での暴力が発生したことを知っている、ま
たはその疑いがある場合は、直ちに状況を報告する必要があります。 上司、人事部の
担当者、または別の会社リソースに連絡することは適切な行動であり、誠実に報告し
たことにより報復を受けることはありません。

Gildanは、バックグラウンド、考え方、経験の違いに応じて、一人ひとりが
評価されるべきだと考えています。

Gildan Activewear Inc. 

共に働く人々を尊重する
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セリーヌの経理部門の同僚は全員男性で、そのほとんどが彼女よりも
長い間会社に勤めています。 普段は、このようなことは彼女が考える 
ことでもありません。 しかし最近、何人かの男性社員が彼女の性生活
についてからかい、彼女を困らせる内容を話題にするため、彼女はつ
らい思いをしています。 セリーヌはそれを面白いからやっていることを
知っていますが、同僚の言動で彼女は非常に不快な思いをしています。 

しかし、セリーヌはこのチームでは一番新しく、ただ一人女性メンバー
で、チームを刺激するとどうなるか心配しています。 彼女はどうしたら
いいでしょうか？  

セリーヌが不快感を率直に話すことが重要です。 どのように話すかは
彼女次第です。 彼女は、 からかいは軽率なものであると感じているの
で、実際に発言に悩まされていることを同僚の何人かに個人的に伝え
るのは 良い考えかもしれません。 彼女が 個人的に伝えることに不安
を感じている場合、または彼女が伝えた後でもそのような発言が止ま
らない場合は、所属グループの上司と問題に対処する 必要があります。 

私たち全員が職場で尊敬、尊重されていると感じることが重要です。

シ
ナ

リ
オ

Gildanのすべての施設には必要な安全プログラムが整備されており、関連する現地の
法律や規制だけでなく、Gildan独自の高い安全衛生基準も満たすために有効な必須ト
レーニングプログラムが提供されます。

これらのプログラムを最大限に活用するために、一人ひとりが仕事に適用される安全
衛生規則を遵守する責任があります。 また、施設内および施設周辺では 自分自身、同
僚、およびその他の関係者を保護するために必要な予防措置を取ることが期待され
ています。 この取り組みの一環として、 職場で観察される危険な業務や労働条件、お
よび事故や負傷をすべて現場管理責任者に直ちに報告する必要があります。 

当社の生産施設、オフィス、あるいは敷地外で、安全で健康
的な職場環境を提供することに努めています。 

職場の安全衛生を 
大切にする

Gildanが 
共に働く人々、または当社に
利益をもたらす、あるいは当社
と関係する人々の中にお互い
を尊敬する精神をどのように
醸成するかについては、本倫
理規範の  「国際社会の一員と
しての責任」セクションを 

 ご覧ください。
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通常業務の一環としてそのような情報にアクセスできたとしても、不注意に接触した
としても、細心の注意を払って取り扱わなければなりません。  従業員の機密性の高い
データは、以下を含め、すべて非公開にしています。

自宅の住所、電話番号、またはその他の連絡先情報

給付に関する情報

報酬に関する情報

医療記録

政府発行のID番号

税務情報

仕事の性質上、この情報を日常的に使用または閲覧する場合は、 紛失、盗難、または
偶発的な開示が起こらないように特別な注意を払ってください。  すべての会社資産
と同様に、意図した目的にのみ使用する必要があります。 

個人を尊重することとは、互いの個人情報を尊重すること
でもあります。 

お互いの情報を安全に保管する

自分自身の安全確保のために、また同僚や関係者の安全確保のために、アルコール、
薬物、処方薬、または市販薬による影響を受けている間は 業務に従事することは許さ
れません。 また、勤務時間中、Gildanの敷地内、出張中、または会社のイベント中に薬
物やアルコールを使用、所有、譲渡、販売することは許されません。 Gildanがこの規則
の例外としているのは、承認された会社行事でアルコールが適度に提供されている場
合に限られます。

Gildan Activewear Inc. 

GildanConnectで次の方針と
手順を参照してください。

安全衛生に関する方針

従業員が苦情や疑わしい
行為に関する懸念を報告
する手順

ハラスメント防止に関する
方針

多様性とインクルージョン
に関する方針

薬物・アルコールに関する
方針

詳細情報が必要な場合は？
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会社に対する 
倫理と誠実さ

Gildanの従業員として、会社に最善の利益となることを実践します。 個人的な利益の
ために、自分自身または関係者が  Gildanを犠牲にして利益を得ることができる場合、 
利益相反が生じます。 私たちは皆、利益相反または利益相反の発生を避け、Gildanが
利益相反とならない公平な方法で事業を継続できるようにする必要があります。

利益相反が発生する可能性のあるさまざまな状況があります。 明らかに利益相反と
なるものもあれば、微妙なものもあります。 以下に挙げる事例は、 Gildanの従業員と
して遭遇する可能性のある一般的な状況です。 利益相反が発生することは 必ずしも
当社の倫理規範に違反するわけではありませんが、上司に利益相反を開示しない場
合、倫理規範の違反になりますので、注意してください。 

関係者 
Gildanでは、あなたに関係する人 (または関係者と呼ばれることもある人)は、多くの個
人または事業体である場合があります。 関係当事者は、配偶者またはパートナー、子
供、または義理の親族などの家族の一員である場合があります。 これらの当事者は、あ
なたまたはあなたの家族の一員が所有または管理する事業体であることもあります。 

個人投資
Gildanと競合または取引を行う企業に多額の個人投資を行うと、利益相反が生じやす
くなります。 Gildanと他の会社の成功に忠誠心が二分してしまう場合、Gildanの最善の
利益にならない決定を下す可能性があります。

個人的関係性
同僚の間に個人的または家族的な関係が存在する場合（特に職場に上下関係もある
場合）、利益相反、または利益相反の発生が起こる可能性があります。 他の人には、優
遇措置やえこひいきが認められているように見えるかもしれません。 このような理由
から、関係者に対して直接的な意思決定権限を持たせたり、その逆を行ったりしない
でください。 重要なことは、偏向した関係性 の発生も避けることです。 

Gildanの従業員として、会社に最善の利益となることを実践します。 

Gildanの最善の利益のために行動する

倫理規範             9



社外の雇用機会
Gildanの仕事になんら損害を与えることなく、臨時収入を得る、または才能や経験を活
用できる社外の雇用機会もあります。 しかし、会社のビジネス目標や職務遂行能力を
明らかに損なうものもあるため、許可されません。 

この領域での利益相反を避けるために、競合他社やサプライヤーの 外部の業務を行っ
てはなりません。 さらに、Gildanの勤務時間、施設、 リソース、消耗品、その他の資産を
外部の雇用や活動に使用してはなりません。 社外の役職を受け入れる前に必ず上司
に相談し、その業務がGildanの業績に影響しないことを確認しておく必要があります。 

ビジネスチャンスの競合
担当の役職とGildanで担当している業務によっては、魅力的なビジネスチャンスに出合
うこともあります。 活用したい活動、投資、または関心に出合った場合、このような機
会は何よりもまずGildanに帰属するものであることに留意してください。 会社が機会
を評価し、その機会を引き受ける決定をした場合、あなたはその機会を追求する 許可
を得ることができるかもしれません。 Gildanがまずそのような機会を評価するチャンス
もなく、個人的な利益のために当社からその機会を奪うことは、明確な利益相反であ
り、決して容認できません。

個人的な状況が実際の利益相反または利益相反と認められる状況につながる可能
性があると思われる場合、Gildan Connectにある利益相反申告書に記入し、上司に提
出することにより、 状況を直ちに開示する責任があります。 利益相反に相当する、また
は利益相反になる可能性があると思われる状況については、必ず上司に相談してくだ
さい。 上司は最善の行動が取れるようにサポートしてくれます。 また、いつでも法務部
に相談することができます。 

あなたが上司で、チームメンバーが実際の利益相反または利益相反と認められる状
況をあなたに開示した場合、 上司の責任として、所属部署担当の副社長に問題を提
起する必要があります。 さらに、あなたと所属部署担当の副社長の責任として、利益
相反に関連するリスクを評価し、これらのリスクを軽減または排除するための行動計
画を実施する必要があります。 

Gildan Activewear Inc. 
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サラの友人ノーランは、衣料品ブランドを立ち上げる予定です。 クラウドフ
ァンディングを通じて、彼は事業を立ち上げるのに必要な資金をほぼ調達
しており、サラに自社のウェブサイトと販促資料のデザインを手伝ってくれ
ないかと頼んできました。 サラはGildanのデザインを担当していますが、彼
女はこれが利益相反を引き起こす可能性はないと思っています。勤務時間
外に働くことになりますが、ノーランのビジネスがGildanに脅威をもたらす
競合他社になることはまずありません。 サラはこの状況を開示しなければ
なりませんか？

はい、サラは外部の仕事を受け入れる前に上司と相談すること
が重要です。 この場合、サラが考慮していない要素がいくつかあ
ります。 たとえば、ノーランの会社での役職は、サラがGildanで担
当している役職に似ていますが、サラが当社に帰属する情報を
不用意に使用して友人に利益をもたらす可能性があります。 状
況を開示し、経営管理職の助言に基づいて行動することにより、
サラは自分自身とGildanにとって最善の選択することができると
確信できます。

シ
ナ

リ
オ

贈答品の交換および接待の提供
多くの場合、企業は贈答品の交換や接待によって、顧客、サプライヤー、その他のビジ
ネスパートナーとの強力な協力関係を発展、推進しています。 贈答品とは、価値のあ
る品物で、通常は商品やサービスがこれに相当します。 接待とは、接待の提供者と接
待を受ける人がいる場合の食事、パフォーマンス、またはイベントへの招待です。

贈答品や接待をお互いに提供することで、商談に結び付けたり、お礼や感謝の意を表
したりすることもできます。 ただし、このような商慣行は、重要なガイドラインに従わな
い場合、利益の相反、キックバックもしくは賄賂、またはその発生に容易につながる 
可能性があります。 そのため、現在または潜在的な顧客、サプライヤー、またはその他
のビジネスパートナーに提供するまたはこのような関係者から受け入れるものは、所
属部署担当の副社長が事前に承認し、以下のガイドラインに準拠していなければなり
ません。

適正な価格

現金、またはギフトカードなどの現金に相当する品以外

頻度が少ない

社会的に受け入れられる

依頼によるものではない



Gildan Activewear Inc. 

Textile Supply Co.は、Gildanと長年取引するサプライヤーで、Gildanのビ
ジネスに大きく依存しています。 トニーは最近Gildan調達チームで昇進
し、Gildanの主要な原材料サプライヤーを再検討する任務が 割り当てられ
ました。 Textile Supply Co.の所有者はトニーの 昇進を知っており、彼の業界
ではよくあることですが、トニーにタブレットデバイスとギフトカードが贈ら
れました。カードには次のように書かれていました。 「ご昇進おめでとうござ
います。  ご一緒に働けることを楽しみにしています。」 トニーが この贈り物を
受け取るのは適切ですか？

いいえ、この贈り物はいくつかの理由で適切とは言えません。 贈り物は善意の印のよ
うに見え、地元の文化に受け入れられるかもしれませんが、別の人から見れば、トニ
ーの将来のビジネス上の意思決定に影響を与えようとする行為のように見えるかも
しれません。 また、電子機器は、ほとんどの場合ビジネスギフトとして「合理的な価格」
と見なされるものよりも高価です。 添付されたギフトカードは現金同等物とみなさ
れますので、たとえ少額であっても問題となります。 トニーは贈り物を辞退し、Textile 

Supply Co.の申し出について上司に報告する必要があります。

シ
ナ

リ
オ

Gildanは、米国の外国腐敗行為防止法、カナダの外国公務員汚職防止法、英国の贈収
賄防止法など、贈収賄を禁止する すべての国際法、条約、規制に従うことを約束しま
す。 申し出を断ることで 事業を失う、または遅延を被る場合でも、第三者への直接的
または間接的な贈賄を 拒否します。 

当社は、優れた価値を創造するために高品質の製品を製造
し、社会的および倫理的に責任ある方法でそれを実践し成功
を収めています。 

腐敗のない事業運営

関係法令を遵守している

顧客、サプライヤー、またはビジネスパートナーのガイドラインを遵守している 

承認を得て上記のガイドラインに従うだけでは必ずしも十分ではないことに注意して
ください。 これらの基準を満たす贈答品の授受または接待の提供を行う場合でも、偏
向した関係性、キックバック、または賄賂と思われる状況を生み出すようなことは何も
しないようにしなければなりません。 
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しかし、贈収賄とは何ですか？また、通常の贈答品や接待とはどう違うのですか？  
贈収賄 は、贈答品や接待など、価値のあるもので、受取人の行動に不適切な影響 
を与えることを意図しています。 贈収賄には次のようなさまざまな形態があります。 
金銭、旅費、市場以下のローン、大幅な値引き、便宜、政治的または慈善的寄付、また
はその他の利益。 贈収賄は常に非倫理的行為であり、ほぼすべての国で違法である
ため、直接または間接的に（代理店または他の第三者などを介して）賄賂を供与する
ことはありません。 私たちは、顧客、サプライヤー、またはその代理人、または業務上
交流する公務員に賄賂を供与してはなりません。 

贈収賄に加えて、直接または間接を問わず、円滑化のための支払いやキックバックを
決して行ってはなりません。 円滑化のための支払いとは、通常、行政の通常業務を円
滑に処理してもらうために行われる小額の現金支払いのことです。 キックバックとは、
事業または事業上の関係促進のために、報酬として既に支払った金額（または支払わ
れるべき金額）と引換えに支払う金額のことです。 

腐敗および贈収賄に関する法律は複雑になる場合があります。 この領域で抱いてい
る質問や懸念については、法務部の担当者または所属部署を担当する財務責任者と
相談することが重要です。 複雑な状況を理解し、正しい選択をするためのサポートが
得られます

カールは、当社の地域事業のローカルマネージャーです。 彼が管理する施設は、重要な原材料の入荷を
待っており、今後数日以内に商品が届かない場合、担当チームはその月の期待生産量を達成できなくな
ります。 カールが当社の地元の通関業者に更新を依頼すると、通関業者は申請を処理している税関職員
が忙しく、貨物を出荷できないと主張します。 カールは適正な手順に従い、規則を遵守していたので激怒
しています。 仲介業者によると、問題の解決には数週間かかる可能性がありますが、カールに国内で一般
に行われている商慣行である解決策を提案します。税関職員にわずか100ドル支払えば商品は1日か2日
で通過できます。 仲介業者の会社が、支払いを直接行い、処理をスピードアップし、後で請求書に追加す
ることもできます。 カールは、担当量を処理する必要があるため、その提案を検討します。 カールはこの
支払いを承認するべきでしょうか？ 

いいえ、すべきではありません。 これは「円滑化のための支払い」の典型的な例であ
り、Gildanの腐敗防止方針およびコンプライアンスプログラムでは厳しく禁じられ
ており、多くの腐敗防止法にも違反します。 たとえ仲介業者を通じて間接的に行わ
れたとしても、 このような支払いにより当社は適用法に違反するリスクにさらされ
ます。 カールは、所属部署を担当する財務責任者にすぐに報告して、当社が選択す
べき方法を判断するためにアドバイスを求める必要があります。

シ
ナ

リ
オ

詳細情報が必要な場合は？

腐敗防止方針およびコンプラ
イアンスプログラム

旅行・経費に関する方針

GildanConnectで次の方針と
手順を参照してください。



当社事業へ投資を行う投資家に
対する倫理と誠実さ
Gildanの資産、情報、ブランドを保護する

当社の事業に投資する投資家は、当社が公正、安全、効率的に高品質の
製品をお客様にお届けすることを期待しています。 

Gildan Activewear Inc. 

これは、Gildanブランドすべてに寄せられる期待なのです。 業務をサポートする会社の
資産、情報、ブランド力がなければ、この期待に応えることはできません。 Gildanでアク
セスし使用するリソースには、次のようにさまざまな種類があり、すべてが重要なもの
です。 

物理的資産
日常的に使用する最も明らかな資産の一部は物理的な資産です。 施設、資金、書類、
機器などのGildanの財産はすべて、職務を遂行するために必要であり、意図されたビ
ジネス目的にのみ使用される必要があります。 私たち一人ひとりが、これらの資産を
適切に管理し、盗難、損害、誤用、紛失から保護することを求められています。 これらの
資産の一部（会社所有のラップトップ、電話、その他の機器など）は、職場の外で使用さ
れることがよくあります。 上司の許可を得ることなく、社用品や設備を敷地内から撤去
したり、持ち帰ったりしてはなりません。 

機密情報
当社の最も重要な資産の1つは、明確でなく物理的でもないもの、つまり情報です。 具
体的には、一般に知られておらず、機密情報と呼ばれる当社に関する情報を意味しま
す。 機密情報には、財務データ、戦略計画、企業秘密、および以下に関する情報が含ま
れます。 

製造

プロセス

製造方法

仕様書

施設の構造

機械

装置

研究開発

価格
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費用

製品

従業員、顧客、サプライヤー 

Gildanの従業員として、私たちが常に管理している 機密情報を保護することは個人に
任された責任です。 私たちは、 機密情報を持っているべきではない、または知る必要
のない人に、同僚を含めて、この情報を  開示してはなりません。 ただし、開示が特に
許可されているか法的に必要な場合にのみ、この情報を共有することがあります。 機
密情報を保護するこの義務は、Gildanでの雇用が終了した後も続きます。
 
不正開示を防止する以外に、機密情報を安全に保つためにできることは他にもありま
す。 機密情報がハードコピーであろうと電子フォーマットであろうと、機密情報を放置
したり、目につくところに置いたりしないようにしてください。 また、エレベーター、廊
下、レストラン、飛行機、タクシーなど、会話が傍聴される可能性のある場所で機密事
項について話し合うべきではありません。

機密情報の特定や秘密保持契約の締結についてサポートが必要な場合は、法務部の
担当者に相談してください。

知的財産
機密情報は、あくまでも当社の知的財産のひとつにすぎません。 当社の知的財産は膨
大であり、当社の事業にとって非常に重要です。 これには、 当社の商標、ドメイン名、
特許、工業デザイン、著作権、企業秘密がすべて含まれます。 機密情報と同様に、当社
の知的財産は機密である可能性があります。つまり、まだ公開されていない場合は、
上記と同じガイドラインの対象となります。 

Gildanの従業員として開発した知的財産は、 当社の所有物です。 つまり、Gildanでの雇
用中に携わったと思われる発明、発見、アイデア、改善、設計、プロセス、概念、作業成
果物、企業秘密、および技術開発はすべてGildanに帰属することになります。 

会社の技術とソーシャルメディア
当社は、他の資産と同様に、Gildanのネットワーク、 コンピューターシステム、モバイル
デバイス、およびその他のテクノロジーを合法的かつ倫理的な方法で使用する 責任
があります。 不正、違法、または非倫理的な目的でインターネットにアクセスしたり、 
攻撃的または露骨な内容を閲覧またはダウンロードしたりすることはできません。 電
子メールやその他の電子メッセージを作成するとき、 直接話をするときと同じように
敬意を払うべきです。 このような種類の通信は、当社の同意なしに変更および転送さ
れる可能性があるため、下品な言葉遣い、不適切なコメント、またはその他の職業上
使用しない発言を避けることがさらに重要になります。



Gildan Activewear Inc. 

ソーシャルメディアを使用する際にもこの同じガイドラインが適用されます。 Gildanは
ソーシャルメディアの個人的な利用を制限することはできませんし、制限しようとも考
えていませんが、一人ひとりがオンライン上で最善の判断を下し、Gildanのメディア方
針に従うことが重要です。 Gildanまたは当社のビジネスパートナーに関する機密情報
を投稿しないでください。 Gildanとのつながりについて常に明らかにしておかなけれ
ばなりません。 常に適切なオンラインエチケットに従い、敬意をもって他人に対応する
必要があります。 Gildanの方針に基づいて、特定のトピックについてGildanに代わって
発言することは許可された個人のみに認められています。 したがって、オンラインで不
用意に会社を代表したり、個人的な意見をGildanの見解としたりしないようにすること
が 非常に重要です。

会社を代表して公に発信する
当社が一般に情報を提供する場合、 当社はその情報を正確かつ一貫して発信します。 
矛盾したメッセージを送信しないようにするために、当社は、投資コミュニティ、政府
規制当局、メディア、および一般市民に対して、会社を代表して公に発言する権限をも
つ広報担当者を指定しています。
 
広報担当者でない場合は、「オフレコ」ベースであっても、当社に関する情報のリクエス
トには絶対に答えないでください。 そのような情報のリクエストがあった場合は、すみ
やかに、Gildanのコーポレートコミュニケーション部門に、 または投資コミュニティから
の問い合わせの場合は、 Gildanの投資家向け広報部門、または直接、最高財務責任者
に転送する 必要があります。 

詳細情報が必要な場合は？

ディスクロージャーポリシー

グローバルソーシャルメディ
アポリシー

GildanConnectで次の方針と
手順を 参照してください。
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マリサはGildanを辞職し自分の事業を始めます。 マリサは当社に
在職中、 製造プロセスの開発と改善を支援し、この経験が将来の
会社に役立つことを知っています。 また、彼女は、自分で作成した
デザインテンプレートを使用して、 自分の仕事に再利用することを
計画しています。 これをしてはいけない理由はあるでしょうか？ 結
局のところ、Gildanはマリサ自身から生まれた情報や仕事に制限
をかけることはできません。

ただし、この仕事はすべて、当社の時間とリソースを使用し
て、Gildanでのマリサの業務として行われたため、Gildanに帰
属します。 マリサが自分の事業で新しいプロセスとデザイン
を作成することに制限はありませんが、テンプレート、プロセ
ス情報、およびその他のGildanの知的財産を持ち出すことは
許可されていません。 

シ
ナ

リ
オ

内部情報の取引の禁止
職場で利用できる情報資産の中には、内部情報に該当するものもあります。内部情報
は重要な非公開情報であり、合理的な投資家が株式の売買などの投資判断を行う際
に重要と考える情報です。この情報には、次のようなものがあります。

収益と収益予測

収益パターンの大きな変化

工場閉鎖や設備投資などの主要な未発表の戦略的イニシアチブ

合併または買収に関する話し合い

その他の機密情報または専有情報 (その性質が肯定的か否定的かに関係なく) 

上場企業の従業員として、Gildanおよび当社が協働する他の公開企業に関する 
あらゆる内部情報が、個人的な金銭的利益のために違法に使用されないようにする
必要があります。 重要な非公開情報に基づいて取引することは、インサイダー取引法

詳細情報が必要な場合は？ 

GildanConnectでインサイダー取
引規定を参照してください。
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投資家は当社の財務状況と事業状態を知る権利があります。 したがって、当社は、報
告書を一般に公開し、政府機関に提出する際に正確かつ正直で、完全な情報を報告
する責任があります。 正確で透明性のある口座記録を保持することで、当社は投資家
がこの情報を必要なときに提供することができ、ビジネスの改善が見込まれる分野を
特定することができます。

作成する記録がGildanの全体的な事業に大きな影響を与えるとは思わないかもしれ
ませんが、実際は違います。したがって、すべてのタイムシート、経費報告書、契約書に
は、時間、コスト、その他の要素を忠実に反映し、作成記録をバックアップするための
裏付け文書を 用意しておく必要があります。 もちろん、最終的な責任は私たち一人ひ
とりにあり、準拠すべき会計要件に従い、 適切な契約書を提出し、当社の財務処理を
定める内部統制をすべて 遵守しなければなりません。 経理または財務報告義務のあ
る上級財務責任者およびその他の者は、職務の遂行に特に注意を払わなければなり
ません。 

記録管理
私たち全員が効果的で使用可能な記録を自由に使用できるようにしておくには、文書
と記録の適切な維持および廃棄のために各自の役割を果たす必要があります。 記録
には寿命があります。必要な限り保持し、不要になったら安全に破棄する必要があり
ます。 Gildanの各拠点では、記録保持スケジュールを維持して、保有している文書を分
類し、いつどのようにその文書を削除するかを把握できるようにする必要があります。 
文書の保持に関する法律および会社方針は、電子形式または紙形式の記録すべてに
適用されます。これには、正式な報告書、および電子メール、経費報告書、社内メモな
どの非公式データが含まれます。 

投資家は、Gildanが自社に関する正確な企業情報を提供する
と信頼しています。 

正確かつ正直な記録を取る

違反であり、関係者に対する懲戒処分や民事責任または刑事罰につながる可能性が
あります。また、内部情報を他者に提供する（あるいは他者に「内部情報を漏らす」）こ
とで、 投資判断に影響を与えることも違法です。 

情報が重要であるか、一般に公開されているかどうかわからない場合は、法務部の担
当者に相談する必要があります。

詳細情報が必要な場合は？

旅行および経費に関する方針

メールの保持および 
破棄に関する方針

GildanConnectで次の方針と手
順を参照してください。
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監査および調査への対応 

当社は、政府が実施するものを含め、あらゆる監査、検査、調査の対応および遵守に等
しく取り組んでいます。 私たちには、調査官に対して職務の遂行に必要な情報を提供
する責任があります。 監査または調査の一環として、保有する記録が訴訟ホールドの
対象であることが通知される場合があります。 訴訟ホールドは、実際の訴訟または予
想される訴訟に関連する記録に適用されます。 現場の保持スケジュールに別途指示
がある場合でも、その証拠保全が無効になったことが通知されるまで、当該文書を保
持することが重要です。

倫理規範             19



当社製品の購入者に対する倫理
と誠実さ
高品質のアパレルのデザイン・製造・販売

当社は、アクティブウェアの大手メーカーおよびマーケティング会社として、
世界中で展示、販売されている当社製品の優れた品質を誇りにしています。 

顧客が期待する一貫して高品質な製品を提供し続けるために、当社またはサードパー
ティ企業が製造したかどうかにかかわらず、すべての製品が厳格な品質管理と仕様に
準拠していることを確認する必要があります。 販売品はすべて、適用法に従って製造、
頒布されるものとし、サードパーティ・サプライヤーも同様の高い基準に従うものとし
ます。 アパレルの完全性が何らかの形で損なわれた場合、問題の原因を究明します。 
低品質の製品を提供することはありません。 

商品の誠実な製造・販売

市場において正直かつ誠実に業務を遂行します。 

誠実に振る舞うということは、言行一致で対応することです。つまり、保持することのな
い製品や、保持できるかどうかを合理的に確信できない製品について、約束をしない
ことです。 こうした理由から、当社の製品を販売する際には、自社の製品について正直
かつ正確に説明します。 当社は、採択した企業の社会的責任の実践や、アパレル商品
の品質、機能、可用性について虚偽の説明をすることはありません。 当社の製品につ
いて虚偽の主張をしたり、競合他社やその製品を 不当に非難したりすることはありま
せん。 競合他社との比較は公平で、事実に基づいている必要があります。 誠実で倫理
的であれば、当社の優れた製品と社会的評価を信頼でき、おのずと自社製品の素晴ら
しさがわかります。

Gildan Activewear Inc. 
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見込み客は、競合他社の1社が大幅に低価格で同様の製品を提
供していることをカルロスに伝えます。 その客は自分の会社がこ
の競合他社よりもGildanを選んだようがよい理由をカルロスに
尋ねてきます。 カルロスは、 自社の製品の品質と業務に信頼を置
いていますが、この競合他社が社会的責任の基準を非常に緩和
しているとも聞いています。 カルロスは、その会社が不公平な労
働慣行を行っているため、おそらく低価格を保つことができると考
えています。 カルロスはこのことを顧客と共有すべきですか？

いいえ、すべきではありません。 顧客は、カルロスがこの競合他
社について聞いたことではなく、Gildanを選択する理由をカル
ロスに尋ねています。 他の会社の社会的責任基準に関する 事
実上公開されているデータがなければ、 彼は憶測を述べてい
るに すぎません。 競合他社を中傷するのではなく、カルロスは
製品の品質、人権、社会的責任に対するGildanの取り組みを強
調する必要があります。  

シ
ナ

リ
オ

自由市場を支持する
アパレル業界は競争が激化しており、当社の事業が拡大するのと同じく競争が急速に

拡大する可能性があります。 活発で開かれた競争は健全な市場には必要なものです

が、競争が激化することで倫理的および法的義務を忘れてはなりません。 グローバル

競争法（カナダおよび米国では独占禁止法として知られています）により、すべての企

業が市場で競争する公平な機会を維持することができます。 当社は、ビジネスをどの

場所で行う場合でもこれらの法律を遵守します。 独占禁止法によって、開かれた競争

が促進され、取引を制限する合意や商慣行は禁止されています。公正な価格で高い品

質の製品が選べることで、最終的には顧客の利益につながることになります。 

独占禁止法はアパレル業界にとっては良いことですが、取引が複雑になる場合があり

ます。 一般には、 独占禁止法の規定により、当社は単独で、または競合他社、サプライ

ヤー、ビジネスパートナーと共同で、次のような取引を制限する行為を行うことが禁じ

られています。 「価格協定」、「市場の配分」、「独占」、「ボイコット」、「抱き合わせ協定」

などの概念を聞いたことがあるかもしれませんが、 これらはすべて違法です。
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貿易の抑制と見える状況も競争法に違反する可能性があり、競合他社や他の第三者

と話し合う話題に注意することが重要になります。 原則として、価格協定、市場や地域

の分割または割り当て、入札談合、ボイコットなどに関連する話題はすべて回避する

必要があります。たとえば、 価格、マージン、販売条件、信用条件、販売量、マーケティン

グ計画、リベートプログラム、コスト、または価格設定に影響するその他の要素などに

ついて、 競合他社との機密情報の交換や、機密情報の交換と見える状況を避ける必

要があります。

 

Gildanの競合他社または他のサードパーティ企業がこのような話題を持ち出した場合

は、承認しないことをはっきり表明して会話を終了します。 次に、その状況を適切に文

書化するために、上司にその内容を報告する必要があります。 

最後に、実質的な市場支配力を利用して、有効なビジネス上の正当性や顧客の利益

がないにもかかわらず競争を弱めるような制限的な商慣行を確立してはなりません。 

たとえば、顧客の販売促進に制限を課したり、 競合他社の製品を宣伝したりするな

ど、 顧客の競合他社との取り決めに干渉しないでください。 当社は製品を宣伝するた

めに精力的に競争する権利がありますが、 常に顧客と競合他社を公正かつ公平に扱

う必要があります。

競合他社の情報取集

競合他社が何をしているかを知ることは重要です。 この知識は、当社のビジネス戦略

の強化に役立ち、長期的な意思決定をより的確に行うことができます。 しかし、知って

おくべき情報の量とその入手方法には限界があります。 そのため、市場に関する有用

なデータを探すときは常に、一般公開されている情報源のみを使用します。 オンライ

ン、雑誌、または他の容易に入手できるメディア媒体で見つけた情報は、公正で倫理

的なものです。 自分を偽ったり、必要な情報を得るために非倫理的な手段に頼ったり

してはいけません。 そのような行為は正しい方法とは言えません。

詳細情報が必要な場合は？ 

GildanConnectで反トラストポリシ
ーを参照してください。
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ジェーンの同僚は、常に、彼女が持っている業界の知識に感銘を
受けています。 ジェーンは他企業の動向を知っているようで、常
に市場のトレンドを把握しています。 ジェーンは、ブログ、雑誌、
ニュースなどを通じて業界の動向を把握していますが、透明性
の低い方法も使用しています。 彼女は見込み客を装って、競合
他社に頻繁に電話をかけたり、友人に電話をかけさせたりして
います。 彼女は、会話の内容を制限している限り、これは大丈夫
だと判断しています。 ジェーンは正しいですか？

いいえ、正しくありません。 ジェーンはニュースやメディ
アから最新情報を得ることで多くのイニシアチブと献身
を示していますが、詳細な情報を得るために自分自身を
偽ることは決して許されません。 ジェーンは、ビジネス上
の利点を得るために、一般公開されている情報に注目す
る必要があります。 サードパーティ（この場合は彼女の友
人）を利用してこのような情報を入手することは、同様に
非倫理的な行為です。

シ
ナ

リ
オ
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ビジネスパートナーに対する倫 
理と誠実さ
サプライヤーとの公正な取引

Gildanの従業員は、業務の一環としてすべてのビジネスにおいて正直か
つ公正な取引を行います。 

これには、サプライヤーだけでなく、請負業者、コンサルタント、その他の代理店も含ま
れます。 （さらに、顧客と競合他社も含まれ、このことは、倫理規範の前半部分に記載
してあります）。 当社の事業が成功するかどうかは、大半は、サプライヤーとの関係の
強さにかかっています。サプライヤーがいなければ、当社は顧客に高品質の製品を提
供することができないのです。 

サプライヤーを選定する際、当社のニーズを満たし、その要件を確実に提供できる最
適の会社を探します。 Gildanは、高い水準の倫理的行動を示すサプライヤーとビジネ
スを行うことを重要と考え、コストや品質などの他の要因と同様に、こうした倫理的行
動を重視しています。 地域の環境法、雇用法、人権法、安全法など、 関連する法律に違
反するサプライヤーを意図的に使用することはありません。 また、個人的な偏見やそ
の他の不公正で非倫理的な慣行によって 調達プロセスがゆがめられることは認めら
れません。

仕事の一環としてサプライヤーと取引する場合、契約（機密保持契約および非開示契
約を含む）がすべて書面で行われ、法務部によって確認および承認されることは各従
業員の責任です。 これらの契約では、サプライヤーが提供する商品とサービス、および
支払うべき料金を指定する必要があります。

Gildan Activewear Inc. 
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ビクターは、複数の見込みのある生地サプライヤーの入札を 

検討しています。 サプライヤーの中、1社は全体的な実績が優れ
ていますが、価格が高めです。 ビクターは、品質に妥協したくない
ので、価格の交渉を試みます。Gildan向けにディカウントしてもら
えれば、大型の長期契約につながることをサプライヤーに伝えま
す。 問題は、 取引が公正かどうかをビクターが気づいていないこ
とです。ただ有利な取引を望んでいるだけです。 それが最も重要
なことと言えるのでしょうか？

いいえ、言えません。優位に立つ目的で他人を誤解させるこ
とは、正しいことではありません。実際、Gildanがそのような
取り決めから享受できる利益は一時的なものでしょう。  

ニーズを満たし、目標を達成するために最適なサプライヤ
ーを選定することが重要です。手続き全体を通して、そのサ
プライヤーに倫理的かつ誠実に対応することが重要です。

シ
ナ

リ
オ

ひとつには、これは、第三者から提供された機密情報または個人を特定できる情報を 
保護することを意味します。 私たちは、この情報に知る必要に応じてアクセス、使用、
譲渡、開示を行うものとし、常に秘密保持契約および非開示契約の条件に従います。

同様に、他人の知的財産権も尊重しなければなりません。他者から機密情報を要求、
受領、使用する場合は、まず法務部の担当者に相談する必要があります。 このことは、
製品を設計していて、Gildanによってライセンスされていない、またはGildanに帰属して
いないコンテンツまたはソフトウェアを使用する場合に特に重要です。

個々の顧客、サプライヤー、およびビジネスパートナーとの関
係はすべて異なります。 ただし、取引上で変わらないことは、こ
のような関係者を心から尊重し、Gildanに委ねられている機
密情報を細心の注意を払って保護していることです。

すべての第三者情報を保護する
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これらの取引機会を引き続き利用するには、当社のビジネスに適用されるさまざまな
輸出入規制と貿易規制を理解し、遵守する必要があります。

当社のアパレルを輸出するとき、別の国の人に発送します。 ただし、輸出は必ずしも製
品とは限りません。 また、受領者の所在地に関係なく、サービス、技術（ソフトウェアな
ど）、または物理的、電子的、または口頭など 何らかの方法で提供される特定の情報
であってもかまいません。 

当社は材料を輸入 することもあります。つまり、外部の供給元から品目を購入し、事
業を行っている国に持ち込みます。 このような活動は、通常、他のさまざまな法律や規
制の対象となり、関税や税金の支払い、特定の書類の提出が義務づけられている場合
があります。
制裁とボイコット 

貿易法はまた、Gildanが特定の国との取引に関連する制裁と規制を遵守することを義
務づけています。 たとえば、米国の制裁および規制により、米国で事業を行っている企
業は、米国政府と敵対する外国との協定の締結、商品および技術の輸出、またはデータ
の取得が制限されています。 カナダと欧州連合も同様の制裁体制を維持しています。 

第三者に何かを輸出する前に、その人物が輸出品を受け取る資格があり、提供する商
品またはサービスが禁止場所に送達されないことが重要です。輸出活動には、必要な
ライセンスと許可を取得し、関連する税金を全額支払うことも義務づけられています。

ボイコットとは、特定の個人または国とビジネスを行うことを個人またはグループが
拒否することです。  米国では、反ボイコット法により、米国で事業を行う企業が、米国
政府によって認可されていない国際的なボイコットに協力することを一般的に禁止し
ています。 さらに、ボイコットの要請を受けた場合には、たとえGildanがすでにその要
請に応じることを拒否していたとしても、報告しなければなりません。

国際貿易を通じて、当社のアパレルは世界中のお客様に提供
され、 当社の事業は他の国から輸入される素材を使って発展
することができます。 

国際貿易規制の遵守
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共に生き働く地域社会対にする倫
理と誠実さ
国際社会の一員としての責任

Gildanのグローバルな事業は、社会的責任と人権と自由の尊重によって
導かれます。 

職場における公正な労働慣行に精力的に取り組むことに加えて、

私たちは世界人権宣言を遵守し、すべての個人の公平かつ平等な待遇を支持します。
 
当社は、この取り組みの一環として、適用される賃金および時間に関する法律をすべ
て遵守し、従業員が組合に加入する、または加入しない権利を支持します。 Gildan は、
施設やサプライチェーンのどこにおいても、児童労働や強制労働を容認しません。請負
業者、コンサルタント、代理店、サプライヤーまたは他の取引先が人権、労働法、または

「ベンダーガイドブック」の規則に違反していると判明した場合、当社はそのような事
業者との関係を終了します。

環境負荷の抑制 

当社は、事業を展開する国で適用されるすべての環境法および規制を可
能な限り遵守し、 その規定以上の基準を求めます。 

当社は、すべての業務に適用される厳格な環境行動規範（ECP）および関連する規制
物質リスト（RSL）を遵守しています。 Gildanで働いている間、私たちは一人ひとり、廃棄
物の削減、資源の節約、二酸化炭素排出量の削減のための適切な手順に従う責任が
あります。 各自の事業拠点での無駄な、または潜在的に危険な慣行を知っている場合
は、できるだけ早く上司に問題を提起する必要があります。 

Gildanは、地球社会の責任ある一員として、環境負荷低減を重視しています。 

倫理規範             27



Gildan Activewear Inc. 

Gildanは、私たち一人一人が地域社会を支援するために、重要だと信じる慈善活動に個人
の時間と資源を自発的に使うことを奨励しています。 Gildanが主催する慈善活動やイベン
トに参加しない場合は、ボランティア活動は各自の時間と費用で行い、会社の時間、資金、
施設、またはその他のリソースを個人的な目的に使用しないようにするべきです。 

社会への利益還元 

Gildanは、原則として、企業としての政治活動に参加せず、企業献金も行いません。  
しかし、この原則は、私たちが個人として、 選択する立候補者、政党、および主義主張
に個人的に支援することを禁止するものではありません。 政治プロセスへの参加を
選択される場合は、あなたの行動が当社を代表する支援と解釈されないように注意 
してください。 また、慈善寄付やボランティア活動と同様に、政治活動に会社の時間や
リソースを使用することはできません。

責任ある政治参加

ファルハが勤務するGildanの施設には、欠陥のあるTシャツが大
量に返却されています。 衣服は商業用途には許容できる品質で
はありませんでしたが、 ファルハは、Tシャツが次の募金活動の
支援には十分な状態にあると考えています。 ファルハはシャツを
地元のスクリーンプリンターに持って行き、 慈善活動で配布でき
ますか？ そうでなければ、シャツは廃棄されます。

欠陥があるかどうかにかかわらず、シャツは会社の 

所有物であるため、ファルハは個人的に使用する前に確
認する必要があります。 イベントとシャツの配布方法によ
っては、Gildanが該当の慈善活動を支持しているように
見えるかもしれません。 当社は地域社会の活動に参加す
ることを支援していますが、当社の資源の寄付は事前承
認された状況に限り、グローバル慈善寄付ポリシーに従
って行われます。

シ
ナ

リ
オ
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時には、当社にとって重要な問題が地方政治または国政で発生する場合があります。 
このような状況が発生した場合、Gildanは政治プロセスに参加し、 当社のビジネス上
の利益を促進または保護することがあります。 ロビー活動、メディアでの見解の公表、
関係団体の支援などの活動に参加することを決めた場合、 現地の法律に従い、会社
の方針を厳格に遵守してこうした活動に取り組みます。 本倫理規範の「会社を代表し
て公に発信する」セクションに記載するとおり、指定された広報担当者のみがGildanを
代表してこのような活動に従事する権限を与えられています。 
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Gildan倫理規範をお読みいただき、ありがとうございます。 読み終わりましたら、次の
コンプライアンス証明書に署名して、地元の人事部に返送してください。  

Gildan倫理規範を読んだことを認めます。 私は、私に期待される内容を理解し、 本倫
理規範に定められた規則およびガイドラインを遵守します。 私は、Gildanが、自らの裁
量により、本倫理規範またはその他の方針もしくは慣行を いつでも修正または改訂で
きることを理解しています。 私は、そのような変更が行われた場合、その旨の通知を受
け、 要請に応じて、これらの更新された規定を再度認証します。

また、利益相反申告書を受け取り、認証することを認めます（該当するボックスをチェ
ックしてください）。 

コンプライアンス証明書

私には利益相反はありません 

私には適切な形式で開示されている利益相反があります

日付

従業員の氏名（ブロック体または楷書で） 

署名 

場所

当社の倫理規範の冒頭で述べたように、私たちは全員、役職や在職期間に関係なく、
本文書に含まれる規則とガイドラインを知り、それに従う責任があります。 倫理規範
の適用免除は、きわめて例外的な状況でのみ認められます。 その場合でも、取締役会
のみが取締役または執行役員に本倫理規範の適用免除を認めることができます。  
同様に、社長および最高経営責任者のみが、非執行役員またはその他の従業員に本
倫理規範の適用免除を認めることができます。 

適
用

免
除
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リ
ソ

ー
ス 法務・企業コンプライアンスディレクターは、 

本倫理規範または本書に記載するその他のGildanコ
ンプライアンスポリシーに関する質問に答え、違反の
可能性について懸念がある場合に当該ディレクター
と相談することができます。

法務・企業コンプライアンスディレクター
への問い合わせ先：

EthicsandCompliance@gildan.com
ファックス 514.734.8379

Gildan Activewear Inc.
600 de Maisonneuve Boulevard West, 33rd Floor
Montréal (Québec), Canada
H3A 3J2

Gildanはいつでも自由に報告できる環境を整えてい
ます。 実際の違法行為または違法行為の疑いについ
て報告することにより、当社は問題の原因を解決す
ることができます。 懸念事項を報告するには、倫理・
コンプライアンスホットラインに連絡してください。

電話： 1-866-514-0820
https://secure.ethicspoint.com

倫理・不正防止コンプライアンス委員会：

Lindsay Matthews、委員長
Anne Duprat
Peter Iliopoulos 
Maria Reit
Jonathan Roiter
Anthony Velazquez 
David Voizard
Arun Bajaj

https://secure.ethicspoint.com



