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「フェアプレイ」は、真にグローバルである、数少ない文化的特質の一つです。フェアプレイとは、フェアネス、倫理、尊敬、競争相手との健全な

競争の上に立って、スポーツやアクティビティを純粋に楽しむ精神です。

国際的に事業を展開する上で、フェアプレイへの強いコミットメントや事業運営上のコンプライアンスが成功に不可欠であることを、adidasグルー

プは誰よりも深く理解しています。力強いフェアプレイ精神がadidasのあり方を形作り、以下の事柄を確かなものにします。

• 当社の評判を守り、ポジティブな評判を創り出すこと

• 訴訟和解金、弁護士費用、罰金などの財務上のリスクを軽減すること 

• 当グループの戦略とゴールをサポートすること

• 市場において、詐欺、贈賄または収賄などの不法行為が引き起こすビジネスの不確実性が軽減されるように取り組むこと

• 信頼できる精神性を持つ企業で働きたいと願うワールドクラスの才能を持つ人材を引き付け、維持すること。

adidasグループのフェアプレイに対するコミットメントは、倫理に対する姿勢を社内において強く打ち出すばかりではなく、対外的な交渉と評価を

深めるためにも役立ちます。当社の行動規範を注意深く、また頻繁に参照するようお勧めします。

Frank A. Dassler（フランク A. ダスラー）

コンプライアンス最高責任者

拝啓

adidasグループの新しい行動規範を発表できることを喜ばしく思います。当社の規範は、より具体的な情報を提供するため更新されました

が、adidasグループのバリューに変更はありません。

adidasグループへの評価は当社の主要な事業資産の一つで、長期にわたる成功の礎となっています。この評価は長年にわたる努力により築かれたも

のですが、容易に失われてしまう可能性もあります。この行動規範の精神に則り、当グループのバリューのみに従って意思決定を行っていくこと

は、私たちの責任です。 

そのためには、単にルールに従っているだけでは充分ではありません。今後、倫理上の障害物が行く手に現れることを認識し、的確な考え方と対処

により、そうした障害をうまく避け、しっかり進んで行くことを意味します。 

シンプルに考えましょう。ルールを順守するほかに、「私は正しいことをしているだろうか？」、「これはadidasグループにふさわしいことだろう

か？」と、常に自分に問いかけましょう。その答えが「イエス」でなければ、いったん立ち止まって再度考えてみましょう。

時間をかけてこの行動規範の内容をよく理解してください。質問があれば、最高コンプライアンス責任者か、執行役員会メンバーに尋ねてくだ 

さい。役員は常にあなたの正しい行動を支持します。

敬具

Herbert Hainer（ハーバート・ハイナー）

最高経営責任者

私の扉は世界のどこにでも開いている企業が行動規範を持ち、それについて語ることは容易です。 
しかし、「誠実さ」の価値を理解し尊重することのできる企業 
だけが、持続的に成長できます
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行動規範は、adidasグループが事業を
行う過程で発生する倫理問題の全てに
対応できるわけではありません。グロ
ーバル・ポリシー・マニュアルの記載

内容を含め、当グループのポリシーと手続を認識
し、たとえポリシーや直接的なガイダンスが存在
しない場合にも、業務全てに高い倫理基準を適用
するのは皆さんの責任です。皆さんには、いつも
常識を働かせることが期待されています。

何かが、行動規範に記載されていない
場合、どうしますか？

変化し続ける世界、目まぐるしい速度で進化する業界、そして不安

定な経済状況の中では、ときにはより広い視野に立つことが重要で

あり、私たちが合意することに重点を置くことが不可欠です。 

当社のバリューである情熱、実績、誠実、多様性がこれを実践する

ために私たちを導いてくれます。これらのバリューには、私たちが

考え、行動するにあたっての基盤となる原則が含まれています。そ

のバリューこそが、adidasグループを作っているものであり、当社

はこのためにこそ存在するのです。このバリューが私たちをチーム

として結び付けます。 

倫理とコンプライアンスに則った意思決定がadidasグループで不可

欠である理由を皆さんに理解して頂くため、この行動規範ではバリ

ューを明確にし、その他の情報、ガイダンス、追加資料とあわせて

説明しています。

この行動規範では、従業員が既に遭遇したことがある可能性のある

シナリオや状況を紹介します。これらの経験を理解し、毎日の業務

に適用するとともに、皆さんの周りの人たちにも当社の誠実さに対

するコミットメントを伝えてください。

私たちがバリューにしたがって行動し、法や規制を遵守し、チーム

として一丸となったときに初めて、スポーツ用品業界のリーダーに

なるという当社ミッションを達成することができるということを覚

えておいてください。  

なぜ行動規範を知る 
必要があるのでしょう
私たちはadidasのパートナーの皆さんに、adidasグループと
の協力関係を誇りに思って頂きたいと思っています。誠実さ
に対する強固なコミットメントは、これらのパートナー関係
の礎となるものです
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適用される法律に従い、当グループは以下の取組みを行います。

• 現実的に実行可能な範囲で、関連する個人の秘密を保護する

こと

• 開示が調査の続行を困難にする場合を除き、報告により告発さ

れている従業員に対してその事実を告知すること

• 可能な場合、該当する従業員に報告された情報を見直し、訂正

する機会を与えること

• 従業員に対して、照会または調査に全面的に協力するよう奨励

すること。

詳細については、イントラネットの「フェアプレイ・フレームワー

ク」も参照してください。

行動規範は契約ですか？

当社の行動規範は契約ではありません。特定の雇用の権利を付与す

るものではなく、また特定期間の雇用を保証するものでもありませ

ん。

自分自身をコーチし、チームのコ
ーチをしましょう！

すべてのマネージャーは、自分たちが管理する従業員
に対して特別な個人的責任を負っています

当グループは、マネージャーがイニシアチブを取り、適切な訓練を

行い、訓練を受けることを期待しています。新規または拡大したリ

ーダーシップの義務に対しても同様です。 

特に以下の項目が適用されます。マネージャーは以下の通りに行動

せねばなりません：

• 言葉と行動を通じて倫理上のリーダーシップを示す（倫理的リ

ーダーシップの義務）

• 職業的資格のみではなく、個人的な資質に基づき、注意深く従

業員を選択すること。従業員に委ねる仕事の重要性に応じて注意

義務が増します（選択の義務）

• 正確で完全な一貫した方法で仕事を計画すること。特にマネー

ジャーは、従業員に指示を与える際に法律および行動規範への順

守を強調する必要があります（指示の義務） 

• 行動規範と法律への順守が確実にされていることを確かめ、

継続的にモニターすること（監視義務）。仕事を委任しても、

マネージャーは責任を免除されません

• 行動規範違反または法律違反は認められないこと、また当グル

ープの業務を実施する上で行動規範または法律に違反した従業員

は、その身分にかかわらず、解雇を含む懲戒処分を受ける場合が

あることを、明確に伝えること（伝達義務）。

私は行動規範違反と思われる行動を見
ました。報告すべきだと思うのです
が、報告したら自分に何が起きるのか
と不安です。報告すると罰を受ける可

能性があるというのは本当ですか？

いいえ。当グループは従業員を報復か
ら守る断固とした措置を取ります。
具体的な措置はケースによりますが、
これには慎重な調査、グローバル報復

禁止ポリシーに関する確認、継続的なモニターな
どが含まれます。引き続き懸念がある場合は、独
立した外部のラインである「フェアプレイ・ホッ
トライン」に内密に報告することを検討してくだ
さい。

行動規範を作っているの
は誰ですか？
私たちの行動が、私たちのあり方を決定します

この行動規範を発行したのは誰ですか？

adidasグループの執行役員会メンバーが、この行動規範の承認と発

行に責任を負います。この行動規範は2014年10月1日現在で有効と

なります。 

この行動規範はどのように見直され、または改訂されるのですか？

この行動規範は、法律や規制の変更や当社の事業の変化または事業

環境の変化を受けて改正が必要かどうかを決定するため、グルー

プ・リーガル＆コンプライアンス部により定期的に見直しがなされ

ます。本行動規範へのいかなる変更にもコンプライアンス最高責任

者と執行役員会の承認が必要です。

この行動規範は誰に適用されますか？

グループおよびその関連会社の全従業員、マネージャー、役員、執

行役員の全員が、行動規範において私たちが自らに課した高い期待

に応えられるよう行動する義務があります。また行動規範は、直属

の部下に対し確実に適切な倫理指導とサポートを与える責務のあ

る、あらゆるレベルのマネージャーに特に重点を置いています。

確認が必要ですか？

当社役員会メンバー、執行役員を含む全従業員は、行動規範を読

み、理解していることを確認し表明するよう求められます。従業員

はまた、行動規範を順守することを保証し、潜在的な利益相反、ま

たは行動規範順守に対するその他の適用除外の可能性がある場合に

は、その一切を開示しなければなりません。どのような状況にあっ

ても、行動規範を読まないこと、確認書に署名をしないこと、また

は行動規範の順守を保証しないことにより、行動規範順守の義務か

ら除外されることはありません。

コンプライアンス違反をするとどうなりますか？

行動規範およびグローバル・ポリシー・マニュアルに記載されてい

る事柄を含む関連する一切のポリシーに対し、違反の防止を行わな

いことは重大な問題であり、当グループまたは従業員個人が罰金、

科料、刑事責任に問われる可能性があります。違反の状況によりま

すが、グループは該当者に対し（法律により許される場合）、再教

育、考課降級、懲戒および解雇を含む処分などにより対応すること

があります。 

これは、以下の結果として生じるコンプライアンス違反に等しく適

用されます。

• 要求されている認証手続きの不履行

• 行動規範、法律、規制もしくはグループポリシーへの違反を他

者に要求または許可すること（代理人またはブローカーなどの第

三者を通した場合を含む）

• 既知の、または疑いのある行動規範違反について速やかに報告

しないこと

• 当グループの調査または監査に協力しないこと

• 行動規範もしくはグループポリシー違反の疑いを報告した、ま

たは調査へ協力をした従業員や第三者への報復行為。

どのようにコンプライアンス違反を調査するのですか？

当社はコンプライアンス違反に関するいかなる報告をも真剣に受け

止め、速やかに検証を行います。これらの調査は以下の通りに行わ

れます。

• インタビューや書類の調査を通じて事実を究明する際は、客観

的に行動します

• 問題とされる案件について何かを知っている可能性のある従業

員にコンタクトをとります

• 必要な場合、是正措置および/または懲戒処分を勧告します。
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「悪いことにはならないさ」

「とにかくグループは自分に借り
があるんだからな」

「これがここの文化なんだ」

「誰も気づくわけがない」

「ターゲットは達成できたのだか
ら、今は心配しないでおこう」

「自分には関係ない。誰かが処理
するだろう」

「修正する予算や時間はない」

「この業界では、これが普通だ」

それが事業機会を逸したり、あるいは
利益減につながるような場合でも、経
営幹部は彼ら自身と全従業員が当社の
コアバリューや行動規範のその他の基

準に責任を負うことを本当に期待しているのでし
ょうか？

はい。当社に対する人びとの評価こ
そ、質を高め、持続的に成長するため
の鍵なのです。これは非常に重要なこ
とであり、目先の利益のために放棄す

るわけにはいきません。当グループは、直接的な
金銭上の業績のみでなく、ビジネス上の意思決定
がどのように行われたかについてもモニターして
います。従業員が正しい選択をすれば、当社はこ
れを評価します！

発見しよう！
これらの「レッドカード」は、「停
止」してアドバイスを求めるときだ
という警告です 

対応しよう！
私たちの対応が、adidasグループ内に信頼と
信用を築きます  

行動規範違反の防止は従業員全員の義務であり、また全マネー

ジャーは、部下による違反を防ぐというさらなる責任を負ってい

ます。

違反を発見した場合、従業員は違反の詳細を速やかに自分のコン

プライアンス担当役員に報告するよう求められています。

当社は、正しいことをした人びとを特定し、奨励し、褒賞を与え

られるよう取り組む一方で、当局への関連する違反の通知、およ

び当社バリューを否定し、本行動規範への違反を許した人びと、

あるいはその他容認できない行動をする人びとに対する雇用上の

処分を含む必要な措置を取ります。 

違反が発生した場合、覆い隠すことなしに、改善方法についてオー

プンに話し合い、導入します。 

防ごう！
誠実な行動とは、誰も見ていなくても
正しい決断をすることです 

英語が話せないのですが。フェアプレ
イ・ホットラインに電話できますか？

グループは多言語でこのサービスを提
供する外部プロバイダーを選択してい
ます。さらに、フェアプレイ携帯アプ
リ（行動規範書の巻末にQRコードがあ

ります）を使用し、懸念を報告することもできま
す。Eメールも使用できます。詳細な情報につき
ましては、当グループの内部告発ポリシーを参照
してください。 

多くの決定は予め決められた方法により下されますが、ときには正

しい決断をするのが困難な状況に遭遇するかもしれません。正しい

決断ができるようにするには、少し立ち止まり、簡単な５つの質問

を自分に問いかけて何度もテストを重ねてください。 

私は何を頼まれているのだろうか？ 
– 正確に見極めてください。

これは適法だろうか？ 
– 法律の専門家である必要はありませんが、疑問を投げかけるべ

き時を理解する必要があります。  

当グループの誠実さに対するコミットメントに一致しているか？ 
– 当グループが実施権限を与えられていることと、実際に何をす

るのが正しいのかに差があることを理解してください。  

家族や友達は私の選択に賛成してくれるだろうか？ 
– 賛成してくれないのならば、それはおそらく間違ったことであ

り、違法であったり、あるいは当社の評判を損なうであるかもし

れません。 

私の直感は私に何と言っているか？  
– もし心が落ち着かなければ、アドバイスを求めてください。
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潜在的な贈収賄の可能性を示す「レッドフラッグ」は以下を含

みます。

贈賄・汚職
ありがとうございます。しかし、
それはadidasグループのやり方で
はありません

当社製品やサービスは、それ自体の長所で競争力があると信じていま
す。当社は、政府やビジネス関係者に影響を及ぼして当社に対して不
適切な商業上の優位性を与えてもらう目的で、金銭の支払や価値ある
物品の贈答を直接または他者を通じて提供したり許可することはあり
ません。この原則は場所や文化に関係なく適用します。当グループに
かかわる者はすべて、その地域に適用される贈収賄法を順守しなけれ
ばなりません。

贈賄・汚職とは何ですか？
汚職とは、私利のために公権力、地位、または公的なリソースを悪用
することです。これには脅迫も含まれます。贈賄とは、受取人の行動
を変化させ不正に優位性を得る、または他者に不公平な損失を与える
ために、金品、接待などの高価なものを贈ることです。 

当社社員に期待されること

• あらゆる形態の不道徳な行為に加担しないことにより、贈賄・汚
職や悪事の出現を防ぐこと

• どこに金品が流れているか、何の目的かを知ることにより、また
行われるサービスを適切に文書化することにより、不適切な行為を
発見すること

• 賄賂の要請または仄めかしにはこれらを拒絶して、所属コンプラ
イアンス担当役員にそのような要請を報告すること。

以下の行為は決して容認されません。

• 完全に理解されていない、また正しく文書化されていない目的で
当グループの資金を使うこと

• 当グループの方針に定められた部門または組織に承認されない契
約を締結すること

• 贈賄・汚職にかかわらないことを定めた当社コミットメントを
共有しないコンサルタントまたは第三者の影に隠れようとするこ
と。これは、当社のバリューに反し、また当社は責任を免れられ
ません。 

強要または威圧を含む環境にある場合は、適用除外になることもあり
ます。これは、支払いが強要されている状況、または真に自分の安全
が脅威に晒されていると感じる状況にある場合です。こうした場合に
は支払いが行われることもあり、当グループはあなたがその支払いを
する正当性を支持します。ただし、支払いが適切に文書化され、さら
に調査を進めるために所属するコンプライアンス担当役員に直ちに報
告した場合に限ります。

私はロジスティクス部門で働いてい
ます。私はなぜ当グループが公に贈
賄を拒否しているか知っています
が、現実に、こうした支払いをしな

いと国によっては業務が立ち行かないこともあ
ります。例えば通関業務などです。経営陣がこ
こで真に言いたいことは、「逮捕はされるな」
ということですか？ 

違います。汚職をする役人は賄賂を
支払う企業をターゲットにし、行動
に強い倫理風土が反映されている企
業はターゲットにしません。この事

実にも関わらず、不適切な優位性を得ようとす
るために、それよりもはるかに重要な当社の世
間的評価を失うかもしれません。当社のバリュ
ーに従わなかったために生じた損害を避けるた
めに、裁判でグループを弁護しなければならな
いような事態は容認できません。

贈賄・汚職の悪名高い国や地域

異常に高い料金、手数料、または贈り物や
接待

契約における贈収賄・汚職防止に関する条項
の拒否

適切なビジネス上の理由の無い前払いの要求

現金払いまたは海外銀行口座への支払い要請

要求されるサービスに対して資格を満たさな
い、または人材的要件を満たしていないビジ
ネスパートナー

関係を秘密に保つ不適切な要請

契約書を迂回する付帯書面や口頭による契約

当社のバリュー「情熱」は、私たちを競合社から差別化することによ
り、消費者との関係を強化したいという願いを反映しています。消費
者に直接対応しない者も含み、全従業員は、消費者の当社への見方に
対して影響を与えることができます。私たちは、当社の評判を高める
ように行動しなければなりません。 

消費者との関係において、私たちは次のことに邁進します。

• オープンで正直であること

• 当社のコミットメントを守ること

• 誠実さと説明責任をもって行動すること 

• 期待に沿うのみではなく、期待を上回ることを目指すこと。

お客様に重点を 
最高のものだけ！   
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多くの文化の中で、ギフト、旅費、接待はビジネス上の関係を開発

し、高めるために重要です。しかし、贈答品や接待の中には、受取側

の意思決定能力に不適切な影響力を与える可能性があるものや、また

はそのようにみなされるものがあります。これは、潜在的な利益相反

につながる可能性があります。贈答品または接待が過度でないかどう

か、義務を伴わないかどうか自問してください。自分では判断がつか

ない場合には、アドバイスを求めてください。

 当社社員に期待されること

• 贈り物や接待をオープンで透明性のある方法で贈与／受取をする
ことで、非倫理的行動を防ぐこと

• 受取人の地位や年功にそぐわない状況で提供または支給された贈
答品、旅費または接待を報告することにより、不適切な行動を発見
する

• 不適切な贈答品、旅費または接待については、これを断るか、ま
たは所属コンプライアンス担当役員にコンタクトして詳細な指導を
求めてください。

以下の贈答品の提供、支給または受け取りは絶対に容認できま
せん。

• 現金または現金に相当するもの

• 賄賂と解釈され得るもの 

• 相手側に適用される現地法、規制またはポリシーに違反するもの 

• 既存のビジネス上の関係における通常の発展や向上の範囲を超え
た期待を作り出すもの。

贈答品が容認できるものかどうか不明な場合は、贈答品または接待を

受けたり提供する前に所属のマネージャーまたは所属コンプライアン

ス担当役員に相談してください。  

当グループは多くの有名スポーツイベントのスポンサーをしているた

め、時にイベントの出席要請を受けたり、ビジネスに関与するための

勧誘として業者より同様の接待の提供を受けることさえあります。旅

費や接待が過度または不当であったり、明確で有効なビジネス上の目

的を持たない場合には、法律に違反する可能性が高いため、私たちは

そのような提供や要請を慎重に管理する必要があります。

当グループは、通常、工場視察を含む現場査察を行う政府関係者に対

して旅費、宿泊、食事にかかわる費用は支払いません。コンプライア

ンス担当役員からの事前の承認が必要です。

以下の旅費、接待を提供、支給または受取ることは絶対に容認されま

せん。

• 適切なビジネス上の目的とは無関係である場合

• ビジネス上の目的とは無関係の場所への旅費や接待を含み、賄賂
と解釈される可能性がある場合

• 友人または家族の旅費を含むこと

• 相手側に適用される現地法、規制またはポリシーに違反している
場合。

旅費および遊興接待の取扱いに関する詳細については、当グループの

グローバル旅費・遊興接待ポリシーを参考にしてください。

ギフト、旅費、接待
贈答品は、義務を伴わず、期待も創出しない。 

サプライヤー候補の一つから贈
り物として腕時計をもらいまし
た。もらっておいても良いでし
ょうか？

これは個人的な贈り物です。
簡単な質問を自問してみましょ
う。なぜサプライヤー候補がそ
のギフトをくれるのでしょう

か？あなたは個人的に同等の価値のある贈
り物をお返ししたいと思いますか？何らか
の隠れた意図が感じられる場合、あるいは
通常は同等のお返しをしないのであれば、
恐らくは受け取るべきではなく、丁重にお
断りすべきギフトである可能性が高いので
す。例えば文化的な理由などにより、ギフ
トを断ることにより承服し難いレベルまで
気分を害する可能性があるような場合に
は、詳細なオプションについて現地の所属
コンプライアンス担当役員にコンタクトし
てください。

当社市場のうちの一つの政府当
局の検査官からコンタクトを受
けています。検査官は中国にお
ける当社工場の操業について話

し合うために面会したいということです。
検査官から、米国で面談を行いたいとの提
案がありました。検査官は面談後、家族と
共に2週間米国に滞在する予定です。当社
が検査官の旅費や費用を支払うことが期待
されています。これは正しいでしょうか？

いいえ。これは疑わしい要請の
ように聞こえます。限定的な状
況においては、当グループは第
三者の旅費や費用を支払うこと

もできます。この要請も、家族の旅費を含
んでいるように思われ、通常の会議期間を
越える期間にわたるものであり、会議の目
的に関連しないと思われる場所への旅費で
す。こうした状況においては、このような
要請を受けることはできません。

取引業者の一つから私に、その
業者がスポンサーをしているカ
リブ海でのイベントに出席して
スピーチをして欲しいと依頼さ

れ、旅行費用と接待費を全て支払うと申し
出を受けました。この申し出を受けても良
いでしょうか？

別会社の製品のプロモーション
をすることは当社にとって良い
結果を生まないことも多く、場
合によっては賄賂と見られる可

能性もあります。したがって、この提案の
状況は検討を要し、事前の承認を得る必要
があります。この招待を受ける前に、所属
コンプライアンス担当役員にコンタクトす
る必要があります。
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当社は、フェアで相互価値を追及できる関係を目指しています。

これは当社と同じレベルの高度な誠実さを持つ関係だけを育てた

いという意味です。あなたの役割がサプライヤーとの取引を含む

場合、誠実さと高い職業意識を持ってサプライヤーに対応してく

ださい。これは、オープンかつ正直に働くことを含みます。

当社社員に期待されること

• グループの購買ポリシーに準拠する客観的な選別プロセスを

実行する

• 係争を早期に発見し、定期的なコミュニケーションを通じて

協力して問題を解決するためにオープンかつ正直に対応する

• サプライヤーに対応する際には、当社のバリューと本行動規

範に関する詳細をサプライヤーと共有する。

サプライヤーの選択

サプライヤーは、当グループのバリューを高めてくれることが明

らかな場合にのみ、選択すべきです。これが徹底されるために

は、各サプライヤーについての要件を定め、品質、価格、サービ

ス、信頼性、可用性、技術的卓越性、納期などの客観的基準を決

定の基準として、グループのビジネスニーズに最も合致する業者

を公平に選択する必要があります。 

サプライヤーの選択を以下のような事柄に影響される、または

影響されているようにみられることは絶対に容認されません。

• 一切の利益相反、またはそのように見えること（例：個人ま

たはビジネス上の関係）

• 不適切な影響力を含む、倫理に反した行動

• 不明瞭または不透明な取引。例えば、当グループのポリシー

に定められた関連部門または機関による適切な記録または承認

を受けていない契約または付帯契約など。 

サプライヤーとの取引
サプライヤーとの取引は全て、高い倫理基準に従って行わ
なければなりません。  

現在、一つの契約について競合する
複数のサプライヤーがあり、当グル
ープにとって最善の見積りを得たい
と思っています。このプロセスを早

めるために、サプライヤーにそれぞれの競合入
札価格について知らせても良いでしょうか？

いいえ。財務データ、値付け戦略、
契約条件、技術データ、知的財産権
により保護されたプロセス、ソフト
ウェアまたは継続中の交渉詳細など

を含むサプライヤーの情報については、秘密を
守ることが要求されています。一般的な事柄に
ついて話すのは通常は構いませんが、特定の情
報を開示してはいけません。

非取引購買プロセスに関する情報、テンプレート、サプライヤーの選択に関する一般情報については、当グループのプロキュアメント部に

相談してください。調達に関する照会の場合、グローバルオペレーションズに相談してください。
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いいえ。競合する上場企業に小さな出
資をするのは本行動規範違反ではありま
せん。ただし、重大な非公開情報に基づ
いて当該企業の株式を売買しない場合に

限ります。

私は大手上場競合会社の株式を少し持っ
ています。この株式はある程度の期間保
有しています。その企業は非常に大き
く、私の保有する株式は全体の1％には

るかに及びません。それでもこの株は売却しなけ
ればなりませんか？

私たちが当グループを代表行う意思決定は、健全で公平かつ客観

的なものでなければなりません。利益相反があることそのものは

不正行為になりませんが、相反を取り扱う方法が不正行為となる

可能性があります。当社は、個人または第三者の利益となる事柄

のために、私たちの判断が影響されることを決して容認しませ

ん。そうした利益は当グループの利益に相反する可能性があるか

らです。 

個人的利益相反

利益相反、または利益相反とみえることを避けるために、自分に

近しい個人的関係を持つ人物を雇用している企業については、

その企業の当グループとのビジネスに関連した選択プロセスに関

与したり、または当グループとその企業との関係を監督すべきで

はありません。またこれには、自分に近しい個人的関係を持つ人

の監督も含みます。

上記のような関係のいずれかが存在する場合、利益相反が生じて

いるようにみえないかどうかを考慮した上で、適切な行動を取ら

なければなりません。 

財務上の利益相反

当グループと競合する企業、事業取引のある企業、または当グル

ープとの事業取引を望んでいる企業について、重大な財務上の利

益相反がある場合には、これを開示する必要があります。他社の

資本の1％を超えて出資している場合、または他社への投資額があ

なたの可処分資産の5％以上に当る場合には、重大な金額の投資が

存在することになります。

事業機会

グループが追求する可能性のある事業機会を認識した場合、自分

または他者の利益を優先させるために当グループに機会を喪失さ

せることがあってはなりません。

社外雇用 

従業員は、雇用活動を含め、当グループ従業員としての責任と対

立する可能性のある、または対立するようにみえる可能性のある

当グループ外の立場で活動してはいけません。社外での活動につ

いての承認は、マネージャー及び人事部門と相談の上、所属コン

プライアンス担当役員が付与する場合があります。承認が与えら

れる情況は、小規模ベンチャーおよび非営利組織、チャリティー

活動、または家族の経営する企業内での業務などです。当グルー

プの競合社、顧客もしくはサプライヤーによる雇用を受けるこ

と、または自営業ベースでそれらの企業にサービスもしくは製品

を提供することは、利益相反を生じる可能性があり、許可されま

せん。

利益相反
私たち個人の利益の前に当グループの利益を優先
させなければなりません。

利益相反とは何ですか？

利益相反とは、私たちの個人の利益が
グループにとっての利益と対立するあ
らゆる状況を指します。  

近しい個人的な関係とは何ですか？

あなたの職業的独立を弱体化させる、
あるいは判断を弱らせるとみなされる可
能性のある関係です。そのような関係に
は通常、親戚、家族、現在または過去の

恋人などが含まれます。 

マネージャーに次のキャンペーンのため
複数のデザイン事務所から来た入札を検
討して欲しいと頼まれました。最低入札
価格のうち一つは、非常に良い仕事をす

る私の友人からのものだと気づきました。どうし
たら良いでしょうか？

あなたのマネージャーにその関係を知ら
せるべきです。マネージャーにバイアス
の掛かっていないフィードバックを伝
え、実際のまたはそのように受け取られ

る一切の利益相反を回避するために、意思決定プ
ロセスから退いてください。

家でインターネットビジネスをして副収
入を得たいと思っています。これは許可
されますか？

可能性はあります。ただし、当グループ
と競合せず、当グループとビジネスをせ
ず、当グループの設備やサービスまたは
リソースを使わず、当グループでの自分

の業務遂行能力を阻害しない場合とします。 
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競争法または反トラスト法にかかわるリスクは深刻で、これに
は、グループの年間総売上高の10％以上に上る可能性もある重大
な罰金や、従業員個人の懲役刑の可能性も含まれます。 

競争法および反トラスト法の理解は困難な場合がありが、行動は
公正でなければなりません。疑義がある場合は、所属コンプライ
アンス担当役員に指導を求めてください。

競合他社との取引

当社は、取引を制限したり、市場からその他の競合を除外するよ
うな競合他社との公式または非公式な契約は絶対に締結しません。

当社社員に期待されること

• 当社の競合他社とどのように交流し、連絡を取るかにつ
いては注意を払い、疑わしい行動は避ける（非公式または
「オフレコ」の会話などの一切の間接的コミュニケーショ
ンを含む）

• 競争・反トラスト問題の可能性を早期に発見し、不適切な会
話を含む会議または活動から離れることにより、難しい立場に
置かれないよう気をつける 

• 競合他社からの競合の情報を共有しようといった勧誘に関し
ては、コンプライアンス担当役員に報告して、不適切な行動に
対応する。

展示会、会議またはイベントに出席するにあたり、当社社員に
期待されること

• 名札をいつも身に付け、お客様に当グループの関係者である
ことを示し、適切な通行許可の無い一切のエリアに入らずに、
疑いの対象となるのを避ける

• 議題または時間表からの逸脱を含め、情報を得ようという策
略を検知する

• ここに記載されるガイダンスの内容に反する状況から身を遠
ざけ、それらの状況を所属コンプライアンス担当役員に報告す
る。 

以下の行為は決して容認されません。

• 価格について競合他社と合意を結ぶこと

• 競合他社との間で事業に関する秘密情報を共有すること。
特に価格、販売、マーケティング、コスト、研究開発または
サプライヤー条件など。

• 当社が販売または生産しようとする製品の数量もしくは種類
について競合他社と合意を結ぶこと 

• 競合他社または当グループが重点を置く市場について、競合
他社と市場を共有もしくは分割する合意を結ぶ、または連絡を
取ること

• 特定の人物や企業と取引をしないことを競合他社との間で合
意すること。 

競争と 
反トラスト
当グループの評判や誠実さへのコミットメントを、
不公正な商業利益のために犠牲にすることは、考え
られる限りでも最悪の取引です。

大手小売店が大幅割引料金で当社の
製品を販売しています。私はこの割
引が当社製品のブランドイメージに
マイナスの影響を与えるのではない

かと懸念しています。小売店に対し、設定価格
以下で売らないように要請することはできます
か？

いいえ。小売価格を推奨することは
できますが、当社製品の小売店での
小売価格を設定または修正を試みる
ことはできません。これは競争法の

重大な違反となり、非常に深刻な罰則または懲
役の対象となることがあります。

事業者団体の会議に定期的に出
席し、競合他社と会う機会があり
ます。有名な競合他社のマネージャ
ーは、しばしば、我々の会話を当社

の価格モデルの検討に持って行こうとします。
このマネージャーは、純粋な情報収集の目的で
の情報交換は可能だと仄めかします。これは容
認可能ですか。どうするべきでしょうか？

いいえ。価格情報の交換は、価格
を固定する試みにつながる可能性が
あります。競合他社の担当者と話し
合う情報については気を配る必要が

あります。これらの微妙なトピックを含む競合
他社との話し合いからは、丁重に身を引くべき
です。
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当グループと当社製品は、製品自体の優れた特質により成功で

きることを常に証明しており、競合他社との関係においてフェ

アな競争の精神に違反する行動または発言は回避する必要があり

ます。これは、競合他社の製品と当社製品を比較する方法にも及

びます。 

以下の行為は決して容認されません。

• 当社製品について虚偽の発言をすること

• 当社の競合他社製品について、虚偽または禁止された比較も

しくは発言をすること

• 適切な許可またはライセンス無しに他社の知的財産を使用す

ること

• サプライヤー、顧客、選手、クラブ、協会等に対し、競合他

社との間の契約に違反するように説得すること

• 情報操作、虚偽の表示、またはその他の誠実でない行動など

を含む不正な取引により、競合他社を含むあらゆる者を利用す

ること。

競合情報を集める

私たちは情報時代に生きています。当グループの成功にとって情

報は非常に重要ですが、競合他社の知的財産、営業上の秘密、

秘密情報を尊重することも不可欠です。当社が、違法なまたは倫

理に反する手段で当社の競合他社に関する情報を得ようと試みる

ことはありません。

以下の行為は決して容認されません。

• 守秘義務に違反する行為を誰か（請負業者、新入社員を含

む）に依頼すること

•  秘密情報を得るために贈答品、賄賂、強制、または虚偽の表

示を使うこと

• 不法侵入、不法な監視などの侵襲的技術に関与すること、

または第三者にそのような行為をさせること。

不適切な市場への影響、
マーケティング、広告
事業を行う方法は、事業の内容と等しく重要です  

当社の競合他社から一人従業員を
雇い入れたばかりです。彼の最初
の仕事は、市場におけるその競合
他社の将来計画に関する報告書と

プレゼンテーションの準備です。これは容
認されますか？

いいえ。私たちは競合他社の専有
情報および秘密情報を尊重する必
要があります。あなたの新チーム
メンバーは、前の雇用者と秘密保

持 / 守秘義務合意を結んでいる可能性が高
いと思われます。明らかな法的リスクの他
に、従業員の誠実さを傷つけるなど、容認
できない倫理的立場に人を置いて傷つける
ことは許されません。情報が既に公知のも
のである場合を除き、新しいチームメン 
バーに既存の守秘義務への違反となるよう
な依頼をしたり、実際に違反をさせるよう
なことはすべきではありません。
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多様な機関投資家や個人が、adidasグループへの投資を選択します。

投資家は、他の人がまだ公知公用ではない内部情報を利用して当社株

式を取引していない（これを行った場合にはインサイダー取引となり

ます）という信頼を持って、当社の株に投資しようとします。当社グ

ループの株式価格に対して重大な非公開情報の知識を基に当社の株式

取引から誰かに利益を供与することは、当社の誠実性に深刻な打撃を

与え、その他の株主をだますことになります。多くの国々では、内部

情報に基づく株式取引を禁じる厳しい法律が施行されています。

「内部情報」とは何ですか？

グループに関するあらゆる秘密情報は保護されなければなりません

が、内部情報はその中でも特に秘密性の高い情報です。内部情報と

は、もしその情報が公になれば当グループの株式売買について個人の

決定に影響を及ぼす可能性のある非公開の重大な情報を指します。 

以下の行為は決して容認されません。

• 内部情報の知識を利用して、自分または他の人の利益のために当

グループの株式を売買すること

• 自分に適用される取引制限期間中にグループの株式を売買するこ

と（執行役員または特定の財務組織に対する「クローズド期間」な

ど）

• 承認を得ることなく、当グループ内外の人に内部情報を伝えた

り、利用できるようにすること（ジャーナリスト、金融アナリス

ト、顧客、コンサルタント、家族、友人など）

• 内部情報に基づき、他の人に当グループの株式の購入、保持、

売却を勧告すること。

当社社員に期待されること

• 従業員を適切に監督し、インサイダー取引法の違反を防ぐこと。

従業員がインサイダー取引規則に違反した場合や、適切な監

督で当該違反を防げたはずである場合に、マネージャーは損害に

対して個人的な責任を負う可能性があることを念頭に置いてくだ

さい。

• 違反の可能性を発見し、グループのインサイダー委員会にこれら

を直ちに報告すること

• 内部情報を取り扱っている場合は、グループのインサイダー委員

会の指示に応じて、権限を与えられていない人がアクセスできない

ような方法で、インサイダー関連知識が必ず厳重に保管されるよう

に努めること。

インサイダー取引の詳細については、グループのインサイダー取引

ポリシーを参照してください。潜在的な内部情報に関する質問につい

ては、グループのインサイダー委員またはコンプライアンス担当役員

にコンタクトして下さい。詳細については、イントラネットのグルー

プ・リーガル＆コンプライアンスセクションにも記載してあります。

インサイダー取引
 
当社は、当社の誠実性を傷つけ、他の株主をだますことになる
インサイダー取引を容認しません  

私は昨日、プライベートなミーティング
の場で、当グループが所有するビジネス
ベンチャーをもうすぐ売却することを聞
き及びました。私の伯父は当グループの

株式を所有していますが、偶然にも伯父は株式を
すぐに売るつもりだと話してくれました。私の伯
父は裕福ではありませんし、あまり急いで売却し
て追加の利益が出せないのは伯父のためにも良い
気分ではありません。本当の理由を伝えなけれ
ば、伯父に売りを待つように提案しても構いませ
んか？

いいえ。自己の業務の過程の中で得た重
大な非公開情報（内部情報）を基に、株
式市場で誰かの利益を助ける、あるいは
損失回避を助けることはできません。伯

父さんにたとえ理由を伝えなくても、株式取引を
遅れさせるようにアドバイスすることは、当社の
行動規範およびインサイダー取引法で禁じられて
います。こうした内部情報の利用は、自分自身で
インサイダー取引をするのと同じぐらいあらゆる
点で違法なことであり、この禁止事項に違反する
ことにより、あなたとあなたの伯父さんは刑事訴
訟や懲役刑を受ける結果になることがあります。

営業部で働いています。最近新商品を発
売開始しました。これはとても成功する
と思います。私は当グループの株式を買
うことができますか、それともこれは内

部情報ですか？

この情報は既に公知ですので、内部情報
ではありません。内部情報の例には以下
が含まれます。

• ある企業または事業ユニットを買収または売却
するという当グループの計画

• 戦略上の大幅な変更にかかわる内部決定に関す
る情報

• グループの売上、損益、または財務ポジション
の非公開情報。
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敬意を持ってお互い
に対応 
当社のバリューの最も率直な表現は、
お互いの結びつきの感覚です 

当社は機会均等雇用者であり、当社チーム人材は才能に基づき選

択し、人種、肌の色、年齢、性別、身体障害、性的指向、宗教、

または法律で禁止されているその他の理由により選択することは

ありません。同様に、当社では業務に関する決定をこのような特

徴に基づいて行うことは一切ありません。  

当社は、全員がフェアに、差別やハラスメントに遭遇することな

く扱われることを期待しています。

当社社員に期待されること

• オープンさと誠実さが奨励され、協力と効率が評価される

非政治的な職場環境を作ることにより当グループの「Way of 
Working（働き方）」を実践し、職場の歓迎されない問題を防

ぐこと

• 職場環境の変化を発見し、職場での懸念事項を話し合うよう

同僚を励ますこと

• 多様性に関する問題には、明らかになり次第、慎重にかつ適

切に対応すること。

以下の行為は決して容認されません。

• 不適切な事実に基づき昇進を否定をすることを含め、他人に

対して嫌がらせをする、貶める、または差別すること

• 不適切なジェスチャーをしたり、好ましくない接近や提案を

すること

• 相手を見下した中傷、フレーズまたは冗談、または人が傷つ

くようなゴシップまたは噂をすること

• 身体的脅威または口頭での脅威を含め、他者に対して脅威を

与えること、または暴力的な振舞いをすること。

ハラスメントとは何ですか？

ハラスメントは、相手を動揺させたり不安にさせる意図を持った

行動であり、通常反復して行われます。例えば、セクシャルハラ

スメントには、好ましくない性的な接近を繰り返し行う行動が含

まれます。従業員はそのような行動を行ってはいけません。

また、ある文化では許容されても他の文化では許容されない可能

性のある行動には特に慎重になる必要があります。

差別とは何ですか？ 

差別とは、ある人を一定のグループまたはカテゴリーとの実際の

または認知される関係に基づき、差別的に扱うことを言います。

該当する要因には、人種、皮膚の色、年齢、性別、身体障害、

性的指向、宗教、または、その他法律で禁止されている理由を含

む場合があります。

詳細については、所属する人事部担当者、および（または）コン

プライアンス担当役員にコンタクトしてください。

同僚が最近当グループのイベントで撮
影した写真を私に関する他の投稿と共
に、ソーシャルネットワークサイトに
投稿しました。このおかげで私は他の

同僚にも笑いものにされています。私はこの行
為を甘受すべきですか？ 

いいえ。この問題を同僚に話し、写真
を削除するように依頼しましょう。も
しその同僚が応じない場合は、この問
題を所属する人事部またはコンプライ

アンス担当役員に報告してください。またあな
たは、同僚がその写真についてこれ以上冗談を
慎むように依頼することもできます。

安全な環境で働く

健康と安全

当社は、当社従業員またはビジネスパートナーの健康と安全の健康と安

全を守る上で妥協することはありません。当社は、当社の職場がいつで

も安全・安心であることを確保するために、妥当で法律上要求される予

防措置を全て順守します。

当社社員に期待されること

• 安全で健康な労働環境を促進し、従業員に支給された安全装置を使

用することにより、安全な職場を確保すること

• あらゆる安全ではない作業状況を発見して、そのエリアでの作業を

直ちに停止すること。誰かがその様な状況を発見するだろうと見過ご

してはいけません。

• 自分が目撃したことに疑問を投げかけ、報告し、緊急事態に何をす

べきか知ることによって、安全ではない状況に対応すること。

以下の行為は決して容認されません。

• 自分が快適だと感じない環境または安全状況下で他の人に働くこと

を要求すること

• アルコールまたは薬物を使用したり、その影響下で働くことによ

り、自分または他の人の安全や健康をいかなる形においても害する可

能性を作り出すこと 

• 誰かがするだろうと推測して、健康または安全問題をレポートしな

いこと。

当グループの職場基準

グループの評判を守り、強固な信頼できるサプライチェーン構築を促進

するために、当社はサプライヤーに対し、本行動規範に定められた基準

に従うだけではなく、必要な場合にはグループの職場基準にも従うよう

要請しています。 

職場への配慮

私たちは各自が当グループの施設や装備の安全性を積極的に維持する責

任を負います。これには、自分自身の所有財産を扱うのと同程度の注意

深さをもって当社の設備を扱うことを含みます。同様に、当社施設およ

び設備は、窃盗や誤用に対して適切に安全を確保しなければなりません。     

当社社員に期待されること

• 入退室手順の不履行を含む、通常ではない、または疑わしい活動に

対して警戒することにより、当グループ資産の無許可使用を防ぐこと

• 警報に対応し、セキュリティまたは侵入防止システムの故障を報告

し、正しい身分バッジを付けていない見知らぬ人たちに対して質問を

するなどにより、潜在的な問題を発見すること 

• あなたの同僚とマネージャーと違反の可能性について話し合いをし、

関連するシナリオを計画することにより、職場問題に対応すること。

当グループの各拠点での安全または危機管理に関する懸念がある場合

は、法人財産＋サービス部、または所属の現地総務チームに直ちにコン

タクトしてください。

倉庫の一つで同僚が機械を操作していま
す。彼の息はランチの後アルコール臭い
ことがよくあります。このことについて
本人に聞いたところ、昼休みにビールを

２杯飲むくらいで問題はないと言います。この問題
を誰かに提起すべきですか？

はい。これは直ちに対応すべき問題で
す。判断を損ない、リスクをもたらすの
で、従業員は誰も、アルコールまたは薬
物の影響を受けて作業してはいけませ

ん。人事部、または所属コンプライアンス担当役員
にこの問題を提起してください。
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製品安全性と品質
当社は、一貫して高品質の製品を作り、お届けすることにつ
いて、消費者からの信頼を得ています

当社製品は消費者に安心をお届けします。したがって当社は、品

質と安全性において法的要件を満たすばかりではなく、それを超

えることを目標にしています。これは、製品に使用する原材料を

購入したときから、市場および消費者に製品を届けるまで適用さ

れます。

製品のマーケティング、設計、開発、ソーシングまたは販売にか

かわる全ての者は、あらゆる手順がグループの社内ポリシーに従っ

て実施され、適用される法律または規則に定められた基準を最低

満たすよう保証するすることが期待されます。これは、すべての

必要資料の作成および保存を含みます。

当社社員に期待されること

• ベストプラクティスの製造、テスト、品質基準全てに適合す

ることにより、疑わしい安全動作を防ぐこと

• 当社に関わるステークホルダーの意見を傾聴し、そのフィー

ドバックを社内関係者に報告することにより、製品の安全、

品質問題をできる限り早期に発見すること

• グループの製品安全クレームプロトコルを活用し、当社製品

設計プロセス改善に教訓を生かすことにより、安全性の経験に

対応すること。

社会・環境業務部の製品安全・コンプライアンスチームにコンタ

クトし、さらに支援またはアドバイスを受けることができます。

いくつかのフットウェア製品が客
にケガを負わせたとして、小売店
が同製品を返却してきました。
私のマネージャーは、販売できな

い製品の価額の損失埋め合わせの試みにすぎ
ないと言いますが、私には疑問です。これは
純粋に安全性にかかわる問題である可能性が
あります。これは懸念事項ですか？ 

はい。疑わしい安全性問題は、
たとえそのような報告が重要に見
えなくても、品質・技術サービ
ス部、社会・環境業務部の製品安

全性・コンプライアンスチームに報告すべき
です。当グループのパフォーマンスに対する
評価は、消費者の期待に応えることで成立し
ていますので、最初は表面上見えなかったと
しても、そのような問題全てを調査するべき
です。
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プライバシーと 
データ保護
一定の事柄は秘密に保つ必要があります

当社消費者、従業員、関係者は、当社と共有しているすべての個人デー

タを含む情報が、適用されるデータ保護法に従って適切に取り扱われる

ことを期待しています。データ保護法に違反すると、当グループまたは

従業員個人に対し罰金、評価の損失、または刑事訴訟などの重大な結果

を招く可能性があります。

法律と当グループのプライバシーポリシーに従うことは極めて重要で

す。個人データを収集、保存、使用、送信または処理する前、または既

存のプロセスを変更する前に、グループ・リーガル＆コンプライアンス

部にコンタクトしてください。 

グループ・リーガル＆コンプライアンス部は、社内ハンドブック、ガイ

ドライン、ポリシーを発行しましたが、これらは、データ保護法やグルー

プのプライバシーポリシー順守に役立ちます。イントラネットのデータ保

護チームのサイトをチェックするか、または詳細な情報およびサポートに

ついては、直接同チームにコンタクトしてください。

「個人データ」の意味がよく分かりません。
この用語をもっと明確に定義することはでき
ますか？

個人データは、特定された、または特定可
能な個人にかかわるすべての情報を指し
ます。これには、氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、生年月日、銀行口座情

報、給与、評価または従業員の個人番号などの情報を
含むことがあります。

私のマネージャーは、私たちの組織でグロー
バルに働く従業員全員の写真を入手する 
ために、HRにコンタクトして欲しいと依頼
してきました。イントラネットに載せるた

めに、IDカードの写真を使用したいと思っています。
そうすることは許されますか？

当グループは、従業員 IDカード作成を
含む、アクセスコントロール管理のために
これらの写真を撮影しました。従業員の許
可なく、この目的を超えた理由のためにこ

れらの写真を使用することは、当グループにとって容
認できません。写真の使用は各状況により条件が異な
りますので、グループ・リーガル＆コンプライアンス
部に相談してください。 
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有効、包括的でフェアな政治的プロセスは、健全で生産的な社会

を促進し、究極的には当社製品の新市場を発展させます。当社は

従業員に対し、その管轄で当社が事業を行う地域の政府全てに建

設的にかかわるよう奨励しています。ただし、これを行う前に、

当グループが守るべき行動基準があります。adidasグループの指

針となる原則は、政党および政治家候補に対して、当社の立場を

中立的なもの、または独立したものとして維持することです。

企業の政治活動

従業員は、当グループに代わって政治献金や出費をすることはで

きません。これは広く適用され、一切の政党、候補者、キャンペー

ンまたは公務員に対するいかなる献金も対象とします。政治献 

金または出費には以下が含まれます。

• 政治資金イベントのためのチケット購入

• 当グループのリソースを政治関連の活動に利用できるように

すること

• 広告または政治関連キャンペーンの費用の支払い

• ある政治家候補や政党にのみ利益となる寄付をすること。

詳細な情報については、グループの企業寄付ガイドラインを参照

してください。

ロビー活動：政府の意見構築または立法プロセスに対する働き

かけ

ロビー活動は合法的な活動ですが、政治プロセス参加を定める規

則は国によって大きく異なり、複雑で、違反した場合、重大な罰

則の結果を生じることがあります。

多くの国々において、関係者による意見を聞くことは立法プロセ

スの一部です。当グループはこうした協議に参画し、原則として

利害を代表する連盟、または合同ミッションプラットフォームを

通じてアドバイスを提供します。 

従業員は業務に以下のような場合に、ロビー活動に従事できます。

• 地域、地方、もしくは国家レベルの政治家、規制機関、行政

官もしくは機関、または欧州連合もしくMERCOSUR、ASEAN、

および/または国連、世界貿易機関、世界税関機構などの関税同

盟などを含むその他超国家的または政府間団体内で同様の役割

を負うものにコンタクトすること

• 助成金、および/または政府補助金の申請を含む政府契約販売

または入札 

• 立法または行政行為に影響を及ぼすための努力。

グローバル政府業務部、または所属のコンプライアンス担当役員

にコンタクトして、政府関連業務部にかかわる問題についていつ

でもアドバイスや相談を求めてください。

政府機関に対する報告、および公共調査への協力

時に、当グループの従業員が、政府機関への報告、または調査へ

の協力を頼まれることがあります。こうした場合には、十分に協

力をし、提出する情報は真実であり、正確である必要がありま

す。 

適切に行動し、当グループの正当な利益の保護も確保するため

に、まず所属のリーガル・コンプライアンスチーム、上級管理

者、もし必要ならば、一切の例外的要請に対応する前に所属のコ

ンプライアンス担当役員からアドバイスを得る必要があります。 

来る選挙で特定の候補者の選挙にコミッ
トしています。キャンペーンの支援をし
ても良いでしょうか？

はい。ただし、政治または類似した事柄
にボランティアをする場合、自分のプラ
イベートな時間に、個人のリソースを 
使って行う必要があります。一切のコメ

ントや行動は、自己の私見を反映して述べるべき
であり、当グループのものとして語ってはなりま
せん。 

マネージャーが、キャンペーン用資料の
印刷を含む運営上の業務について現地政
治家候補者を支援するよう依頼しまし
た。これは容認されますか？

いいえ。当グループのリソースを、ある
特定の候補者を支援し、他方を支援しな
い形で使用することは、当グループのポ
リシーに反しています。要請を断る、

および/または所属するコンプライアンス担当役員
にさらに指導を求めるべきです。   

当社の市場の一つにある政府機関から
コンタクトがありました。特定のカテ
ゴリーにおける当社のマーケティング支
出に関する情報を求めています。どのよ

うに回答すべきでしょうか？

この情報を提供する前に、所属の法務
部、上級管理者、また必要に応じて所属
のコンプライアンス担当役員に、直ちに
通知すべきです。当グループのポリシー

により、裁判所命令（召還令状）が開示前に必要
かどうかを含めまず情報の請求について検討が必
要である旨を丁寧に説明します。

政府関連業務
当グループは、いかなる国の政府に対しても、当グループに好
都合な結果を生むことを目的として、不適切な影響を及ぼす、
または影響を及ぼそうとする試みはしません。
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当グループへの良い評価を守り、高める責任は全員が共有してい

ますが、当グループ内の一定の専門職は、グループについて対外

的に説明するための追加的な責任を負っています。外部からの照

会については、以下のリソースにコンタクトを取るか、連絡する

ように伝えてください。

• 企業広報部は、adidasグループを代表して外部に対し

て交渉し、公の評価を管理する責任を負います

• インベスター・リレーション部は、当グループの財務成績に

関するコミュニケーションをはじめ、株主や金融コミュニティ

とのあらゆるコンタクトを行います 

• グループ・リーガル＆コンプライアンス部は、外部の弁護士

や国家機関からの問合せを扱います

• 社会・環境業務部は、企業広報部と緊密に協調して一切の生

産パートナーや持続可能性 / CSR関連問題にかかわる外部からの

照会を扱います

• 政府関連業務部は、現地および国家政府、また国際組織にお

ける関係者に向けadidasグループの利益の説明を取り扱います

• 人事部は、従業員に関するプログラムやサービスを提供し、

信用照会の要請を含め、情報の提供要請を扱います。

事前の承認を受けた場合を除き、あなたはコミュニティ、専門的

もしくは文化的イベント、またはソーシャルメディアを介するも

のを含めインターネット上で個人の見解を示す際に、当グループ

を代表して話をする権限はありません。

あなたが当グループの見解を代表していると受け取られる可能性

がある場合、あなたは、表明した見解が自分の個人的なものであ

ることを明確に示して記録を正してください（但し、労使協議会

など特定の組織については該当しない場合もあります）。

ジャーナリストが私にコンタクトしてきて、当
グループの代表として私にインタビューしたい
と言っています。どうしたら良いでしょうか？

企業広報チームにメディアの要請を転送して
ください。当チームが要請を評価し、ジャー
ナリストに直接コンタクトします。あなたの
関与が要求されるかもしれませんが、まず企

業広報チームに相談せずに当グループを代表して話すこ
とは許可されません。

アジアにおける生産方法について誰かが当社を
批判しているインターネットの投稿を見まし
た。詳細が間違いだらけです。私は本当に、
彼らに回答して当社の社会・環境ポリシーは業

界最高であることを知らせたいと思います。そうしても
良いでしょうか？

いいえ。そのような状況でのコメントは控え
てください。事実を伝えようとするあなたの
コミットメントは評価しますが、そのような
投稿に対して応答するための備えのある社

会・環境業務部にその問題を申し送るのが最善です。

当グループを代表して、会議に出席するよう招
待されました。どのようなプロセスが必要です
か？

所属マネージャーから承認を受け取ったら、企
業広報部にアプローチしてください。あなたの
プレゼンテーション資料を確認し、プレゼン 
テーションが当グループの社内ポリシーに準拠

することを確保します。会議では、自分の責任範囲につ
いてだけ話をし、噂について推測したり、または聴衆に
対して秘密情報を共有してはいけません。会議の目的は
ニュースを作ることではないことを念頭に追いてくださ
い。当グループを代表した見解について、一切のメディ
ア代表者により質問を受けた場合、またはインタビュー
を申し入れられた場合、企業広報部に照会してもらって
ください。 

企業広報
あなたの言葉は重要です－当社グループの
良い評判を維持しましょう！

長年当社と協力してきたビジネスパートナー
のいくつかが、プレスリリースで当社の名前
を出したいと言ってきています－何か問題が
あるでしょうか？

はい！当社は、当社パートナーが当社のため
に行っている業務をマーケティングに使うこ
とを許可しないとする明確な第三者ポリシー
を持っています。質問があれば企業広報部に
コンタクトしてください。

当社についてソーシャルメディアで何をシェ
アして良いですか？

常識を使ってください。当グループとそのブ
ランドのオフィシャルチャンネルで見たあら
ゆる情報はリツイートしたり、「いいね」を
押したり、シェアすることができます。

また、当社従業員であることを誇りに思っていること
を、世界に向けて自由にシェアしてください。しかし、
秘密情報（未発売製品の写真や情報、財務に関する情報
など）を投稿することは当社の利益を損ない、ポリシー
に反します。



adidasグループ行動規範42 adidasグループ行動規範 43フェアプレイ・ホットライン  00 800 72332255 / 日本国内の電話番号 0033 010 800 7233 2255 / 0041 010 800 7233 2255 /  fairplay@safecall.co.uk フェアプレイ・ホットライン  00 800 72332255 / 日本国内の電話番号 0033 010 800 7233 2255 / 0041 010 800 7233 2255 /  fairplay@safecall.co.uk

環境要件
当社のゴールは、周囲の環境にポジティブな影響のみを残す
ことです 

国際的に展開するグループ企業として、私たちは現在の社会と次世

代のためにも環境に配慮する責任を負っています。当社の製品の設

計、製作、生産、輸送、販売を行うサプライチェーンと共に、自社

用地での環境インパクトを管理することは、グループにとって主要

優先事項です。

当社社員に期待されること

• リソースを保全するバリューを推進することにより、環境ダ 

メージを防ぎ、当グループの利益を高めること 

• グループ企業として環境負荷をより一層縮小できる方法を発見

すること 

• 迅速かつ速やかに法人財産＋サービス部または所属の現地総務

チームと連絡を取り、漏洩、廃棄物または危険物を含む一切の

既知の問題に対応すること。

開けると毒性の臭いがする得体の知れ
ない薬品の入った容器を含め、オフィ
スの周りに環境に危険を及ぼす可能性
のあるものを数点見ました。このよう

な問題を扱うのは通常私の仕事ではありませ
ん。どうしたら良いでしょうか？

報告してください！当グループの従業
員は全員が、潜在的なコンプライアン
ス問題に気づいた場合には行動を起こ
すことが必要です。これには、これら

環境危険物をマネージャーに報告することが含
まれます。
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当グループは、広範な秘密情報や営業上の秘密を保有しています。
その多くが情熱的な貢献を通じて創出され、グループの事業や競争上
のポジションにおいて非常に重要なものです。企業秘密には以下が含
まれます。

• 事業計画、手段および見通し

• フォーミュラとプロセス

• 商業取引に関する詳細 

• 財務情報

• 製造技術と製造方法

• 新発明、製品、技術に関する情報

• 製品設計

• マーケティング分析、計画または顧客リスト

• 部外者には利用が不可能であるために、商業的価値を持つ、また
はその可能性のあるその他の情報。

一部の情報は公開を目的としています。当社のアカウントについての
発表、新製品ラインのためキャンペーンを行うなどの発表がその例で
す。その他の情報は予定された発表の時期まで秘密に保たれるか、ま
たは決して開示されません。私達全員が、企業秘密の価値を理解する
ために適切な注意を払い、適切に判断して、不適切な開示、盗難また
は使用を防ぐようにこれらの情報を確実に保管することが要求されま
す。

当社社員に期待されること 

• 当社の秘密情報または営業上の秘密を決して不注意に扱わないこ
と

• 会話が筒抜けになる公の場所で当グループの事業について話し合
うときは、慎重に注意して行うこと

• 情報へのアクセスを、その情報を知る理由をもつ人びとだけに
制限すること。その理由は、当グループを利するということだけ
です

• 秘密を扱うプレゼンテーションを公共の場所で作成したり、飛行
機など他の人に簡単に見られてしまう安全性の低い場所、または情
報セキュリティが保証されないインターネットカフェなどでデータ
資産を扱うことを絶対にしないこと

• 適切にそうすることが認められた場合を除き、当グループの戦略
や製品デザインをソーシャルメディアサイトに投稿しないこと。

当グループの秘密情報や企業秘密を保持する義務は、グループを辞め
た後にも存続することを覚えておいてください。 

秘密を守れますか？
当社の企業秘密を保持することで、仕事への誇りを 
持ちましょう！

別部門の従業員が、私が取り組んでいる
プロジェクトについて知りたがってお
り、当社の最新の革新技術について詳細
を知りたいと言っています。この情報を

彼女に教えても構いませんか？ 

恐らく。その詳細が公知公用であり、
経営側が公表しても良いとしている
なら、問題は一切ありません。ただし、
そのイノベーションがまだ開発段階で、

要求された詳細を他の従業員が知ることはその従業
員の仕事を進める上で必要がなければ、この情報を
共有する前に、マネージャーに相談してください。

新しいオフィスを引き継ぎましたが、前
任者が戸棚の中にCDを残していきまし
た。これら物品を処分する必要がありま
す。これらは見た目が古い感じですが、

「ビジネスデータ」や「マーケティングデータ」な
どのタイトルや、「厳秘」や「秘」などの言葉の 
入ったラベルが貼付されています。通常の廃棄物と
してこれらを捨てても構いませんか？

いいえ。まずあなたはこれらの物が保持
されるべきかどうか判断してください。
これらを処分する決定をする場合、あな
たのオフィススペースに設けられた秘密

情報廃棄箱に捨ててください。これらの廃棄箱が見
つからない、または機密情報のための代替収集プロ
グラムについて知らされていなければ、マネージ 
ャーまたはコンプライアンス担当役員にコンタクト
して詳細を尋ねてください。 



adidasグループ行動規範48 adidasグループ行動規範 49フェアプレイ・ホットライン  00 800 72332255 / 日本国内の電話番号 0033 010 800 7233 2255 / 0041 010 800 7233 2255 /  fairplay@safecall.co.uk フェアプレイ・ホットライン  00 800 72332255 / 日本国内の電話番号 0033 010 800 7233 2255 / 0041 010 800 7233 2255 /  fairplay@safecall.co.uk

当グループの情報技術および通信システムは、我々が事業を行い、消費
者につながることを可能にするために不可欠です。これらシステムによ
り、またはその中で送信され、受け取られ、保存されたデータは、当社
が保護する必要のある価値ある資産です。

当社社員に期待されること

• パスワード

皆さんは会社の認証情報に対して責任を負っています。パスワードは
企業基準に合致していなければならず、秘密に保たれる必要があり、
従って共有したり、プログラム内へコード化したり、書き留めてはい
けません。ITセキュリティ部は、パスワードが損なわれた疑いがある
場合に通知を受ける必要があります。パスワードは誰にも、どのよう
な場合にも教えてはいけません。

• モバイルセキュリティ

皆さんは当グループの資産を保護しなければなりません。世界中でモ
バイルデバイスの利用が飛躍的に増えています。自分のモバイルデバ
イスを会社のほかのITデバイスと同様に取り扱うことが極めて重要で
す。モバイルデバイスのセキュリティは、PCやノートパソコン同様
に破られ、感染する可能性があります。それが必要であり、コンテン
ツのソースと安全性が確認できている場合を除き、自分のモバイルデ
バイス上でリンクをクリックしたり、ファイルをダウンロードした
り、プログラムを実行したりしないでください。紛失、盗難または損
害からデバイスを常に保護してください。

• 容認される利用方法

グループの情報技術や通信システム（メール、インスタントメッセー
ジング、インターネットまたはイントラネット）を危険、違法、非倫
理的、非道徳的な活動、または行動規範もしくはグローバル・ポリ 
シー・マニュアルに定められたポリシーに反する活動に使用すること
は許されません。 

情報技術･通信システム
私たちの声 

引越しをしようとしており、自分の個人
メールをチェックしてドキュメントを検
索する必要があります。こうした環境の
中でコンピューターシステムを使うこと

は適切ですか？ 

はい。当グループは、従業員がときに職
場にいる間に個人的事柄を処理する必要
があること、またそれにはグループの情
報技術システムを、限定的にたまに個人

的に使用することが含まれることを理解してい
ます。これは、特権が乱用されず、重大な不必要な
費用がグループに発生しない限り、許されます。
詳細な情報が必要な場合は、この件についてマネー
ジャーと話し合ってください。 
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財産的価値を持つ、または表す一切のものを含む当グループの資
産を責任を持って誠実に、グローバル・ポリシー・マニュアルに
記載のものを含む該当するグループの方針に従い取り扱う必要が
あります。

記録をする取引や活動の本質を反映する正確な記録のみを作成す
る必要があります。記録に含まれる記述は、推測の結果であっ
たり、具体性のない一般的な記述のものであったり、または人を
欺く態様で、もしくは当社の誠実性を損なうような方法で変更さ
れたものであってはいけません。あらゆる記録において差異を報
告し、適切に修正する必要があります。  

上記要件に対する違反は、関与した個人と当グループ両方への法
的責任をはじめとする様々な結果を招く可能性があるため、許さ
れません。

窃盗、詐欺、横領、恐喝、または財産の不正流用を含む一切の活
動におけるあなたの役割がどれほど小さくても、その一端を担う
ことは絶対に容認できません。自分の利益のためであっても、
または他者の指示のいずれであっても、当社記録の情報を隠蔽、
変更、改ざんまたは削除することに加担した場合、不正行為に関
与したことになります。疑われるいかなる活動にもかかわること
を拒絶し、疑惑には追跡調査をする必要があります。不正行為と
思われる可能性のある容認できない行動は必ず避ける必要があり
ます。

以下の行為は決して容認されません

• 誰かに命じて誤解を招く恐れのある記録を作成、または承認
させること  

• 適切な権限なく当グループを代表して契約を締結すること

• 顧客に求められた場合であっても、売上実績または在庫レポー
トを変更すること

•労働時間を偽って報告すること

• 当グループの帳簿および記録に財務情報を虚偽記載すること 

• 考課を含め、業績測定を操作すること。

グループの記録保管
当社は、当社が事業を行う市場における書類保管要件に従い、
事業の記録を保管します。これらは、グループの書類保管ポリシー
にしたがってのみ、保管または破棄する必要があります。疑義が
ある場合は、経理部またはリーガル＆コンプライアンス部にアド
バイスを求めてください。

完全かつ公正な開示
当グループは、財務報告の透明性および真実性にコミットしてい
ます。これは当社投資家に当グループの業績についてフェアで正
確な視点を与え、情報に基づいて投資の決定をすることができる
ようにします。したがって、あらゆる開示は完全、真実、正確、
タイムリーかつ理解可能である必要があります。これは、皆さん
が内外の監査人に対して協力的で正直に対応する必要があること
も意味しています。監査または関連する調査に対して誤解を生じ
させたり、妨害をしたり、または協力を怠ると、当社の誠実性を
深刻に傷つけ、懲戒処分を招く結果になる可能性があります。 

あなたは、当グループ、株式、財務状態、実績または計画に関す
る重大な非公開情報を選択的に開示しないということを遵守する
必要があります。当該開示は、グループのIR（投資家向け広報）
部によりまず検討される必要があります。

当社社員に期待されること

• 目標は誠実さをもって達成すべきであり、ごまかしを通じて
では決してないことを伝え、詐欺や不正行為に係わる誘因を防
ぐこと

• 不適切な支払い、 請求書または財務記録を適切な社内コント
ロールを通じて発見し、そこに記録された記述内容の妥当性に
ついて質問をすること

•マネージャー、コンプライアンス担当役員、またはフェアプ
レイ・ホットラインで内密に上申して不適切な行動に対応する
こと。

「記録」と言う言葉はどういう意味で
すか？

この言葉は広義に使用されており、財
務記録ばかりでなく、グループの従業
員、研究開発活動、戦略的計画、旅費
および費用の請求、一般的業務に係わ

る情報も含みます。 

グループの資産： 
正確な記録の維持管理
当グループの株式は公に取引されているため、当社の帳簿、
記録、会計の取り扱いにおいて、当社の誠実性のバリュー
に沿って行うことほど必要性が高いものはありません

サプライチェーン管理部門で仕事をし
ています。最近、火曜日に納品をしま
したが、何らかの理由で私のマネー 
ジャーが出荷を前週の月曜日にしたこ

とにして、全ての書類に記録するよう私に言い
ました。これは問題ではありませんか？

はい。当社は取引全てを正確に記録
し、発見次第、一切の誤りを修正する
必要があります。虚偽または誤解を招
くことを知っている、または疑う理由

がある記録を作成するよう誰かに命じられたと
主張しても言い訳になりません。 

私の市場の四半期売上報告が正確では
ないのではないかと懸念しています。
どうしたら良いでしょうか？

マネージャーや同僚とオープンに話
してください。それでも依然として
心が落ち着かない場合は、所属コン
プライアンス担当役員にコンタクトし

てください。
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adidasグループ 

従業員

労使協議会 人事部 マネージャー

コンプライアンス
担当役員

フェアプレイ・ 
ホット 

ライン及び 
メール

コンプライアンス
最高責任者

疑いが真実であったと判明したかどうかにかかわらず、誠意を 

もって法的もしくは倫理的コンプライアンス問題または利益相反を

報告した人はだれも、報復的または懲罰的措置を受けたり、その

他一切の不利な雇用上の影響を受けることはありません。

違反を報告した人物に対して報復をした従業員は、トレーニング

を受けてもらうか、あるいは、解雇を含む懲戒処分、または（該

当する場合)当グループとの関係を解約するに至る処分を含む、そ

の他雇用上の影響を受けることになります。

自己の行動 

本行動規範のいずれの項目も、自身の不正行為から本人を免責し

たり、または不正行為の自己申告の結果としての懲戒処分から守

るものとしては解釈されません。ただし、自らの不正行為を自己

申告した事実は、適切な対応を判断する上で考慮されます。

報復の犠牲者

法的もしくは倫理的コンプライアンス問題、または潜在的な利益

相反の開示により報復を受けていると信じる適切な理由がある場

合、現地コンプライアンス担当役員、または最高コンプライアン

ス責任者のいずれかに直ちに知らせてください。

免除

全従業員は常に本行動規範に従うことが要求されます。特殊な状

況により、この行動規範の一部の免除が要求されると誠実に考え

る従業員は、当該免除を最高コンプライアンス責任者に請求しな

ければなりません。 

免除は、状況によって適切である場合、また免除がグループまた

は一切のグループ企業に対して重大な財務上または評判のリスク

を示さない場合にのみ認められます。 

執行役員会のメンバーにより要求された一切の免除は、監査役会

の監査委員会会長に指示を受ける必要があり、適用される法また

は株式取引所規制により要求されるとおり、直ちに開示されるこ

とになります。

あらゆる免除の詳細は、イントラネットの「フェアプレイ」セク

ションで社内に公表されます。

何をすべきか
当社は正しい行いをした人に対する報復を許しません！

詳細については、イントラネットのフェアプレイ・フレームワークを参照してください。 

支援の求め方と懸念の報告方法 

質問がある場合、または潜在的なコンプライアンス違反を報告する必要が

ある場合に、利用できる数多くのリソースがあります。 

問題によっては、あなたが懸念する行動を行っている本人と直接解決可

能な場合もあることを念頭に置いておいてください。これが不可能であ

れば、その他のチャンネルとしてマネージャー、人事部、現地労使協議会

（利用可能である場合）またはコンプライアンス担当役員もあります。 

コンプライアンスまたは倫理違反の詳細を報告したい場合は、外部独立プ

ロバイダーにより管理されている下記のフェアプレイ・ホットラインに内

密にコンタクトすることもできます： 

fairplay@safecall.co.uk

00 800 72332255
世界のどの国からも

日本国内の電話番号 0033 010 800 7233 2255 
    0041 010 800 7233 2255

コンプライアンス違反
の報告方法
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