お取引先とともに
グループCSR憲章
私たちは、お取引先と公平・公正な関係を保ち、互いに切磋琢磨し、良きパートナーとして、
共に感動体験を創造し続けます。

グループ行動規範
「公正な関係」
「公平な選定」
（1）お取引先との関係は、常に清廉・透明・公正なものとし、もたれ合いや癒着と誤解されるような行動は、一切行いません。
（2）お取引先との関係において優越的地位を濫用した不当な不利益を及ぼす取引※は行いません。
（3）お取引先の選定については、信用度、技術力、開発力、価格、環境への対応力等を総合的に考慮し、公平かつ明確な基準
で判断します。
（4）グループ会社とも、透明で公正な取引を行います。
「接待・贈答」
（5）お取引先に接待・贈答を行う場合は、社内で定められたルールに従うだけでなく、社会的常識に照らし合わせ、節度を
保ち、適切に判断し、実行します。
「個人利益」
（6）お取引先とは、立場を利用して利益や便宜の供与を受けるなどの個人的利益の追求を行いません。
※ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独禁法）
、下請代金支払遅延等防止法（下請法）等をいう。

全員一丸となって権威ある賞を獲得
韓国・仁川のパラダイスシティにおいて、ファミリー対象施設「ワンダーボックス」
開発プロジェクトマネージャーを担当しました。
「夜の遊園地」というコンセプト
の具現化を8ヶ国以上の方々と創り上げ、2019 年 3 月に開業しました。開発期
間中は極力現場に赴き迅速な意思決定とマネージメントで効率的な品質・コスト・
納期の管理を行い、開発に関わった全員が一つのチームとして開業というゴール
をまずは達成できるように心がけました。開業後の運営においても、お客さまの
満足度向上を関連ベンダーとの協同で日々切磋琢磨しており、結果としてエン
タテインメント業界の権威の一つであるTEAという団体が行っている表彰制度
で、世界の優れた文化施
設に贈られる「アウトス
タンディング・アチーブメ
セガサミーホールディングス
（株）
リゾート事業本部

内島 崇

（Uchijima, Takashi）

ント賞 」を受賞できたこ
とはプロジェクトにかか
わった全員の成果だと思
います。今後も常に新し
い遊びを提供し続けてい
きます。

「夜の遊園地」をイメージした幻想的な内観
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世界で作って世界へ届ける。
より多くのお客さまに楽しんでいただける
ゲームソフト展開を目指して
日本から海外、および海外から日本へのゲームソフト展開を推進す
るため、セガが培ってきた海外ビジネスのノウハウや流通網を用いて、
新たな販路を築きたいソフトメーカー様のニーズにお応えしています。
海外でゲームソフトを販売する際、あらゆる面でローカライズ
（現地に適した手法）をとることが大切です。先日、とある国内ソフト
メーカー様の商品ライセンスをお預かりしてアジア地域で販売したと
ころ、期待を上回る結果を残すことができ、ソフトメーカー様にも
大変喜んでいただきました。現地の言語で自然な言い回しになるよう
仕様変更をしたり、現地社員が適切な営業・プロモーションを行なう
など、細やかな対応がこのプロジェクトの成功、
そしてソフトメーカー様の満足につながった
と確信しています。
私たちの業務はいわゆるBtoBビジネス
ですが、その先で待っていてくださる
世界中のエンドユーザー様に多くのタ

（株）
セガ
グローバルパブリッシング事業本部
ジャパンアジアパブリッシング
事業統括部 事業開発統括部 ソフト推進部

田草川 貴子

（Takusagawa, Takako）

イトルをお楽しみいただけるよう、より
広い地域への展開も実現していきたいと
アジア地域での
商談会の様子

思っています。

業界全体の未来のために
渉外部では、ぱちんこ業界全体をより良い方向へ主導していくため、
その具体的方策を企画立案し、ライバルである競合他社とコンセンサ
スを図りつつ、お客様であるホール団体や監督官庁である警察庁など
と調整・交渉を行い、実現につなげることを主な業務としています。
私たちは、サミー社員として、業界におけるリーディングカンパニー
であるという誇りを持ち、業界が抱える遊技人口の減少や依存対策
などの問題、また遊技性向上や流通健全化といった継続的課題、さら
に直近では新型コロナウイルス感染症の感染拡大による営業自粛や、
自然災害に対する社会貢献活動など、様々な課題の解決に向け業界の
中心でリーダーシップを
発 揮し、 業 界 の 活 性 化・
効 率 化・ 健 全 化 を 推 し
サミー
（株）
研究開発統括本部
知財・渉外本部 渉外部

（右）
伊東

竜馬（Ito, Tatsuma）
（左）
松本 翔（Matsumoto, Sho）

進 め、 業界と企業の持続
可能性に寄与するための
活動を行っていきます。

組合による
ファンイベントの様子
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公平・公正な購買のために
公平・公正な取引の徹底
お取引先への要請事項
「セガサミーグループ・サプライチェーンCSR調達ガイドブック」にそって、以下の項目に対する取り組みをお取引先へ要請しています。
Ⅰ．労働

非差別・人権尊重、賃金、労働時間、団結権、児童労働禁止

Ⅱ．環境

化学物質管理、環境影響の最小化、3R、廃棄物の適正処理と削減

Ⅲ．安全衛生

職場の安全衛生対策、労働災害・労働疾病、健康管理

Ⅳ．品質・安全性

製品安全性の確保

Ⅴ．公正取引･倫理

汚職・贈収賄、優越的地位乱用等の禁止、情報提供、知的財産、輸出管理

Ⅵ．情報セキュリティ
「セガサミーグループ・サプライチェーンCSR調達ガイドブック」
https://www.segasammy.co.jp/japanese/media/file/pr/commu/csr/20141101_supplychain_csr.pdf

▋▋調達・購買におけるCSR 活動の推進

E

2015 年 度 よ り「 セ ガ サ ミ ー グ ル ー プ・ サ プ ラ イ
チェーンCSR 調達ガイドブック」に対するご理解と実

践をいただくことを取引の際の基本契約書に盛り込んでいます。
既存のお取引先についても契約書の更新をお願いしており、
概ね93％で再締結が完了しています。

遊

遊技機事業では、
「生産購買外注管理規程」など各種
規程に基づき、お取引先の評価・選定を行っています。

新規取引開始の際は所定の審査を行い、相手先や外部調査機関

アミューズメント
（ＡＭ）資材調達方針

［基本姿勢］

⒈ 当社の AM 資材調達活動にあたる全ての社員は、

法令・社会規範を遵守し、
「セガサミーグループ行動規範」
および

各種社内規程に則り良識ある行動をします。

2. 当社のAM資材調達は清廉 ・公正を旨とし、

お取引先に対して公平かつ誠実に対応いたします。

3. お取引先とは、公正な取引のもと信頼関係構築に努め、
協力して技術・品質の向上、経済性・効率性を追求し、
相互繁栄を目指します。

から入手した情報をもとに適正性を判断し選定しています。
継続監査にあたっては、毎期内容を見直し、実施しています。2019 年度については実施予定数 81社に対し76 社の実施に留まりま
した。残りの 5 社については新型コロナウイルス感染症の影響により実施することができませんでしたが、今期については前期の
反省を活かし、リモートで監査する方法について検討していきます。

▋▋下請法遵守体制の強化継続

遊

下請法の遵守をはじめとしたコンプライアンス体制の構築と運用を最重要事項と捉え、グループ全体を対象とした e ラー
ニングの受講科目に下請法を追加するなど、社内教育の強化を図っています。例年 11 月に設定されている下請法強化月間

における講習会への参加とその内容（変更点他）の水平展開をグループ会社の関係部門へも実施。遊技機事業の購買部内教育につい
ては新人、異動者に対する下請法教育プログラムの実施を標準化することにより、購買業務未経験者においても、これまで以上に
速やかに下請法を理解し、業務に取り組むことができるようになりました。
また、お取引先との相互信頼と清廉性に則った健全な取引を維持していくことを目的に、相談窓口として社内外に「セガサミー
グループ企業倫理ホットライン（内部通報制度）」を設置しています。なお、相談を受けた場合は、お取引先が不当な扱いを受ける
ことがないよう事案にかかわったグループ各社の担当者ではなく、中立的な立場であるセガサミーホールディングスが対応し、担当
役員が責任を持って対処します。
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▋▋児童労働・強制労働の禁止

E

主に海外の委託工場などでの児童労働および強制労働の禁止についての取り組みを進めています。プライズ商品の調達に
関しては、セガ・インタラクティブでは、購買部門および品質管理部門が合同で毎月、製造委託先の工場を訪問し、工場

監査を実施しています（サプライヤー監査、カバー率 96％）
。監査の結果、リスクが高いサプライヤーはありませんでした。また、
2019 年度は、購買および調達担当者 19 名がセガサミーホールディングス実施の CSR 調達研修に参加しました。
セガ エンタテインメントでは、アミューズメント施設用のプライズ商品について、主要調達先への奴隷労働や人身取引に関する
アンケート調査を実施し、管理状況の確認などを実施することによってリスク低減に努めています（サプライヤー監査、カバー率
80％）。監査の結果、リスクが高いサプライヤーはありませんでした。
玩具商品の調達に関しては、セガトイズでは、児童労働および強制労働に関する法令遵守条項を盛り込んだ製造委託基本契約書の
締結、購買部門社員や現地担当者の人権に関する研修の実施を行うとともに、第三者機関による製造委託先企業の労働基準順守証明書
の取得状況のチェックなどを実施しています（サプライヤー監査、カバー率 96％）
。

▋▋英国現代奴隷法への対応

E

セガサミーホールディングスは、当社グループの事業及びサプライチェーンにおける奴隷労働および人身取引などの人権
侵害を防止するための取り組みについて、2015 年に英国で施行された現代奴隷法第 54 条の定めに基づき、本声明を公表

しています。
英国現代奴隷法に関する声明（仮訳）
https://www.segasammy.co.jp/japanese/media/file/pr/commu/csr_library/uk_modern-Slavery-Act-statement_jp.pdf

お取引先とのパートナーシップ
CSR調達研修
英国で現代奴隷法の制定がなされ、児童労働や強制労働などの人権侵害問題の法規制が進んでいます。エンタテインメントの業界
もこれら人権侵害問題と深いかかわりがあり、グループ企業 7 社の調達、購買関係者を対象に 2018 年度より CSR 調達研修を実施
しています。2019 年度は新型コロナウイルス感染症の対策の影響で延期していますが、今後も、講義『CSR 調達〜サプライチェー
ンへの CSR 浸透〜』
、カードゲーム『GAME OF CHOICE』を通じて理解を深めるとともに、セガサミーグループの一員としての
社会との関わり方について考える機会を創出していきます。

お取引先とのパートナーシップ
▋▋サプライヤーとの連携

E

セガ・インタラクティブでは、開発方針、調達方針などを説明するサプライヤーミー
ティングを開催し、環境配慮や品質への取り組み課題を共有するなど、サプライヤー

との連携強化に努めています。2019 年度は 90 社 161 名のお取引先にご参加いただき、うち
98.7％から「有益だった」との回答をいただきました。
2019年度サプライヤーミーティングの様子
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