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1894 
UL設立 

（米イリノイ州）

1956 
UL、海外事業所を 
開設

1980 
UL、アジア太平洋 
地域に進出

1984 
The Wercs社設立 

（米ニューヨーク州）

2003 
Wercs Professional 
Services社設立

2006 
WERCSmartサプライ
チェーン・プラット
フォーム提供開始

2012 
UL、インフォメー
ション＆インサイト
事業部門設立

2013 
UL、The Wercs社を 
買収

2014 
WERCSmart Conflict 
Mineralsプラット
フォーム提供開始

The Wercsでは、労働・生活環境
における健康と安全の向上に役
立つソフトウェア・ツールおよび
サービスを提供しています。

30年以上にわたり、私たちはお客
様に寄り添い、国際規制の遵守や
サステナビリティにとどまらない
革新的なソリューションを開発・
提供してきました。

Brief History

UL：概要
(2014 年度実績 )

安全な生活/職場環境の推進に取り組むULは、人・製品・環境の安全
を守るために重要な手段を提供し、また貿易促進を支援することで、
皆様に安心をお届けしています。

約 220 億
UL マーク発行数

97,237
製品評価件数

159
UL グループ事業所数

113
お客様が存在する国数

10 億以上
アジア、欧州、および北
米で UL が安全情報を届
けた消費者の数

10,842
UL グループ従業員数

A Symbol of Trust – 信頼のシンボル
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The Wercs が提供する主なサービス

ハザード・コミュニケーション(危険情報伝達): 
SDS(安全データシート)のオーサリング・ソフトウェア 
およびサービス
化学物質データ管理
サプライチェーンにおける化学物質のコンプライアンス
より安全な化学物質とサステナビリティに関する 
ソリューション
紛争鉱物 (Conflict Minerals)

WORLDWIDE
ENVIRONMENTAL
REGULATORY
COMPLIANCE
STANDARD

リスク管理

法規制の遵守は、人、ビジネス、そして私たちの住環境を守るために欠かせない 
「重し」のようなものと言えますが、永遠に変化し続ける複雑なものでもあります。

The Wercsのソフトウェア・ツールとサービスは、法規制遵守期限や罰則といったリ
スクを軽減し、EHS（環境・衛生・安全）への取り組みを効率的に管理することを目
的として開発されています。

研究開発

世界各国の規制情報

化学物質データ

世界各国の化学物質
リスト

地域別テンプレート多言語対応の 
フレーズ・ライブラリ

知的調達・購買 ハザード・ 
コミュニケーション

グローバル・ 
コンプライアンス

セールス＆ 
マーケティング

環境レポート 顧客レポート
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The WERCSは、SDSの作成、管理、配布の自動化を実現するもっとも包括的な 
ソフトウェア・ソリューションです。スケーラブルでスマートなこのソリューショ
ンを使えば、膨大な量のSDSの作成に頭を悩ませる必要はありません。

また、このソリューションは SDS 作成にとどまりません。原料 (Raw Materials)  
導入の際のデータ管理、レポートの作成・配布、ワークフロー管理を網羅した、 
ハザード・コミュニケーションに必要なプロセス全てを合理化する機能も提供し
ます。

世界No.1のSDS作成・管理・配布 
ソリューション

ハザード・コミュニケーション

WERCS studio

WERCS eLite

WERCS x10d

The Wercs の主力ソフトウェアであるWERCS studio は、30 以上のスケーラブ
ルなモジュールで構成されており、もっとも包括的で柔軟な形でハザード・  
コミュニケーションの自動化を実現します。オンサイト型(オンプレミス)、ホスト
型 (SaaS) のどちらにも対応可能なこのプラットフォームは、化学物質データベー
スを中央に据えて構築されています。ビジネスの成長と共に蓄積されるデータ
は、将来的にWERCSの構成の変更が発生しても、簡単に移行することができま
す。

GHS や各国 / 地域固有の規制への対応を迫られる中小企業向けの eLITEを使用
することにより、規制コンプライアンス業務をさらに進化させることができます。
セキュアなウェブベースのプラットフォームを使用したこのソリューションは、 
大きな投資を必要とせず、シームレスなSDSの作成・配布を可能にします。

入門者向けのSDS作成アプリケーションであるx10dは、サブスクリプション・ベー
スのため低コストです。シンプルな構成ながら、強力で柔軟な機能とサービスを
備えています。

「ERP」、「処方管理」、
「 ハザード・コミュ
ニ ケ ー ション 」 と
いう 3 つ の 基 幹 シ
ス テ ム の 1 つ を 、 
The WERCSが担って
います。
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化学物質データ管理による効果的なリスク削減

新規化学物質の導入
ベンダーSDSの管理
トランザクション監視
サプライヤーデータの
収集
電子データの共有

製品/技術データシート 
作成
グリーンスコアリング
受注データに基づく 
SDS配布
SDSの検索/取得
トランザクション監視
電子データの共有

REACH登録
規制調査
グリーンアセスメント
規制リスク分析
試作品のSDS作成

輸送分類
TREMカード  
(イエローカード)
作成
規制影響分析
個別レポート

多言語での文書作成
GHS/CLP準拠のSDS
作成
危険有害性ラベル
環境階層報告
VOC（揮発性有機化
合物）/ HAPS 

（有害大気汚染物質）
レポート

 · Power Entry
 · Power Designer
 · Power Author
 · Transportation 
Wizard
 · Regulatory Impact 
Analysis
 · GHS Wizard
 · VOC/HAPS Wizard
 · Rule Writer

 · Regulatory 
Loader
 · Power Draw
 · LabelWERCS
 · SARA
 · WERCSFlow
 · Security
 · ReportWRITER

 · Raw Material 
Introduction
 · DocuWERCS
 · GTTM
 · SupplierWERCS
 · XMLxChange

 · Formulators 
Workbench
 · BOM (Bill of Materials)
 · Regulatory Matrix
 · GreenWERCS
 · REACH 1-2-3

 · TDS
 · GreenWERCS
 · Customer Service 
Module
 · GTTM
 · SDS Extractor

調達 研究開発 EH&S

          WERCSモジュール

化学物質データ管理機能

セールス＆マーケティング

D-I-Y OSHA GHS SDS
UL WERCSmart Do-It-Yourself SDSオーサリングツールは、OSHA
に準拠した SDS を自動で作成する世界初のソリューションであり、 
特に小規模から中規模の化学品事業者に適しています。

5,000以上の最新の規制リスト(四半期に一度更新)

多言語対応のインターフェイス

46ヵ国語以上に対応した、高品質フレーズ・ライブラリ

主要地域向けのSDSテンプレートを標準装備

GHS、CLP (EU)、WHMIS (カナダ)、OSHA（米国）準拠
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サービス
受信者

サプライチェーンの化学物質コンプライアンスを
加速する UL WERCSmartプラットフォーム

WERCSmartは、複雑なサプライチェーンを有する小売業・製造業の皆様に向けた、法規制遵守
とサステナビリティに関する正しいデータへの容易なアクセスを可能とするリスク削減プラッ
トフォームです。この業界をリードするソリューションはまた、ハザード・コミュニケーション・
データを完成させるうえで不可欠な製品情報および化学物質の組成情報をサプライヤーの皆様
から送信していただくためのセキュアで直感的なインターフェイスを備えています。

毎年、製品の安全な取り扱い、国際輸送、保管、廃棄、販売制限、また生産国（紛争鉱物）に
関する新しい規制が驚異的なスピードで策定されています。言語間の微妙なニュアンスの違
いに対応しながら、化学物質の規制遵守を維持することは、今や企業にとって、もっとも困
難な課題になっています。

* WERCSmartは、現在北米のみで展開しているサービス/プラットフォームです。

サプライヤーが
WERCSmart Webポー
タルに化学物質デー
タを入力

サービス受信者(小売業者)が、
製造業者からの製品調達時に
WERCsmartの利用を要請

入力された化学物質データは、
WERCSmart Universal Logic 
Engineにより400以上のデー
タ分析ポイントに分解

信頼ある 
第三者機関

WERCSmart が、分析結
果を2営業日以内に提出

情報の入力

利用要請

処理

レポート

サプライチェーン・ソリューション

WERCSmart 
プラットフォーム
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• 大型店

• 自動車部品販売会社

• 食料品店

• ホームセンター

• 薬局

• 大型ディスカウント店

• ペットショップ

• 各種専門店

• 化学メーカー

• 政府調達部門

• 航空宇宙

• 自動車メーカー

• エレクトロニクス

• 製薬会社

WERCSmart Retail Platform

WERCSmart Industrial Platform

WERCSmart Conflict Minerals Platform

WERCSmart は、化学物質を含む製品を正しく取り扱い、輸送、
保管、廃棄する際に必要なデータを小売業者に提供するプラッ
トフォームです。日増しに複雑さを極めるリバースロジスティク
ス、自治体による製品制限、および各国 / 各州固有の有害廃棄
物規制などの問題を、WERCSmart が解決します。WERCSmart
を導入すると、現在店舗で販売されている商品に、各種法規制
に遵守した信頼できるデータが紐づけられます。これによって得
られる安心感は計り知れません。

製品の調達時からデータにアクセスすることで、製品が倉庫に
到着する前に、その製品のサプライチェーンを全て把握するこ
とができ、コンプライアンス上の問題をコントロールするための
自発的な体制を確立できます。これは、罰金の回避、業務効率
の向上、職場環境の健康と安全の向上に役立ちます。

UL が提供する紛争鉱物ソフトウェア・ソリューションを利用する
ことで、製造業者や小売業者は、材料や原料、製品の調達にお
いて、透明性と信頼性に基づく賢い選択をすることが可能となり
ます。

* WERCSmartは、現在北米のみで展開しているサービス/プラットフォームです。

サプライチェーンのリスク削減をリードする WERCSmart

世界中で8,000 を超えるサプライヤーが利用

500,000以上のUPCコードに対応

小売業においては業界標準のコンプライアンス・ソリューション

年間1兆ドル以上に及ぶ国際通商における利用実績
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GreenWERCS™−より安全に「化学」する 

LabelWERCS™−危険有害性ラベル・ソリューション

GreenWERCSでは、製品の組成に含まれる化学物質の健康・環境に関する特性を簡単に評価することができ、社内
基準や業界基準に基づく成分評価を迅速に実施することができます。

ユーザー定義の安全評価

GreenWERCS のもっともユニークな特徴は、ユーザー定義機能
です。

化学物質に対する安全基準は、組織によってさまざまです。
GreenWERCS を使用することで、組織内で増え続けるサステナ
ビリティ要件に対応する独自のアルゴリズムを簡単に作成でき
ます。

つまり、GreenWERCSは、刻々と変化する規制や法律への継続的
対応を可能にし、組織の安全に向けた取り組みを支援するため
のツールであるといえます。

コンプライアンスを超えて

GreenWERCS は単に、サステナビリティ・プロ
グラムの開始・検証を迅速かつ容易に実現す
るものではありません。たとえば、以下のような
導入メリットがあります。

• より安全な化学物質を求める声に応える形
での、販売機会の拡大

• 安全な製品の市場投入がもたらす競争優位
性

• サステナビリティへの取り組みを迅速かつ
容易に追跡可能

• ステークホルダーとの信頼関係を深めるこ
とにつながるPR活動機会の拡大

製品のラべリング・プロセスを統一して、ミッション・
クリティカルなビジネス、お取引先からの要請、および
GHS をはじめとする規制要件に対応することを検討し

ませんか？　LabelWERCSは、単独で使用することも、すでにお使
いのシステムと統合して、シームレスなラベル作成・配布システム
を構築することもできます。 

最高の成果と使いやすさを追求した、ウェブベースでWindows互
換のLabelWERCSは、出荷、二次コンテナ、在庫、サンプルといっ
た用途別の基準をすべて満たしたラベルを作成できます。強固で
柔軟なラベル・ソリューションを手に入れることが、安心につなが
ります。

• GHS準拠のフレーズとピクトグラム

• グラフィック、色、フォント、バーコード 
など多様なデザインスタイル 

• ドラッグ＆ドロップによるラベル設計

• 個別印刷およびERP連携による自動バッチ 
印刷に対応

• 単独での利用もWERCS® SDSオーサリング
ツールとの統合も可能
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WERCS DTE™−お使いのITシステムとデータ連携
WERCS DTE (Data Transformation Engine）は、ハザード・
コミュニケーション / 化学物質管理ソリューションである
WERCS との効率的な統合を実現するために開発された最新
の処理エンジンです。

DTEは、シンプルで標準化されたインターフェイス管理ツー
ルで、ERP、処方管理、ラベル、販売管理など、企業に存在
するさまざまなシステムと WERCS を統合します。DTE に
よるシームレスかつ効率的な統合により、地域別の最新の 
ハザード・コミュニケーション文書の作成・管理・配布の
自動化を実現することができます。

Data Security / Hosted Services

Global Content Sync™

The WERCS®ホスト型ソリューションをご利用いただくと、ハードウェアや補助ソフトウェアなどの高額な
投資を必要とせずに、柔軟で強固なWERCSソフトウェアをご使用いただけます。また、ソフトウェア購入
時に通常ともなうインストール作業も必要ありません。

ホスト型ソリューションで25～50%の大幅なコスト削減

万全のセキュリティが施されたデータセンターで、お客様の個人情報を保護しています。The Wercsでは、オンラインで
収集した情報の保護、不正アクセスの防止、データの正確性の維持、情報の適切な使用に努めております。また、デー
タへのアクセスには、暗号化されたユーザー名とパスワードを使用しています。

クラウドベースのコンテンツ同期テクノロジーにより、
最新のグローバル規制情報が入手できます。

• 5,000以上の規制リスト(四半期に一度更新)

• 3,000以上の統合済みグローバル規制

• 46ヵ国語以上に対応した、高品質なフレーズを
10,000件以上搭載

• 主要地域向けのSDSテンプレートを標準装備

文書管理 
システム SAP

ORACLE
ERP

サード 
パーティの 

ラベル 
システム

JD Edwards
ERP

独自の既存 
システム

販売管理 
システム

処方管理 
システム

在庫管理 
システム

輸送管理 
システム

DTE

TECHNOLOGY

世界各国/ 
地域の規制に対応

世界中の化学物質を 
網羅

主要地域向けの 
SDSテンプレート

多言語対応の 
フレーズ・ライブラリ

GCS
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Wercs Professional Services 社は、あたかも貴社の EHS 部門の一部であるかのように機能します。 
貴社と共に業務を行うことで、コンプライアンスを強化するとともに、時間的/経済的負担を軽減
します。そのサービスの多くにWERCSソフトウェアが使用されています。

サービス内容

SDS 作成：訓練を受け、認定されたオーサリングの専門スタッフが、 
市場でもっとも強力な WERCS ソフトウェアを使用して、SDS と危険有
害性ラベルの作成・更新・翻訳作業を代行いたします。このオーサリ
ング・サービスにより、GHSやCLPをはじめとする地域別フォーマット、
また、グローバル規制に遵守した文書の作成をお約束します。すでに
WERCS ソフトウェアをご利用のお客様には、業界やお客様固有のルー
ル作成サービスもご提供しており、SDS 作成の完全自動化を支援して
います。

SDS およびラべルの翻訳：SDS と危険有害性ラベルの翻訳の需要・  
要件にも柔軟に対応いたします。46ヵ国語以上に対応した、高品質な
フレーズを10,000件以上保有するWERCSならではのサービスです。

SDS の配布：WERCS は、原料および完成品の SDS 検索エンジンも装備
しています。任意のホームページ上に検索エンジンへのリンクを設け
ることで、お取引先から全てのSDSにリアルタイムでアクセスできるよ
うになります。

その他のサービス

製品登録

毒物・化学物質のデータ評価

標的臓器の審査

化学物質のインベントリー審査

化学物質の通知

化学物質の有害性分類

輸送分類の審査

プロフェッショナル・サービス
Wercs Professional Servicesとは
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株式会社 UL Japan
T: 03-5293-6027
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