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Coloplast BEST は
私たちの行動規範
でありその名称は 
Business Ethical 
STandards からき
ています。

Coloplast BESTに従う必要がある人は誰ですか？

私たちの全従業員です。Coloplast BESTは、役員、幹部、重役、マネージャー、従業員、および取締役会

を含むColoplastの世界中の全社員に適用されます。Coloplast	A/SまたはColoplastの子会社・関連会社

による契約・業務委託であるか否かに関わらず、Coloplastの代わりに業務を行っているサードパーティ

もまた、Coloplast BESTに規定された指針、関連するすべての法律、規制および契約要件に従うことが要

求されます。	

Coloplastは世界中で事業を展開しています。従って国際法や、事業を展開しているすべての国の法律に私

たちは従う必要があります。Coloplast	BESTは私たちが事業を展開しているすべての地域に適用されます

が、現地の法、規制、基準がColoplast	BESTより厳しい場合は、必ずより厳しい規則に従ってください。

Coloplast BESTの最終ページに重要用語の解説を記載しています。Coloplast BESTの電子版では重要用語は

解説にハイパーリンクされています。用語をクリックするだけです！	
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社員の皆さん

	

私たちは自社の評価を、勤勉さと、正しいことを

行い続けた長い歴史を通じて獲得してきました。

すなわち、私たちが正しいと信じることを実践

し、常に敬意と、毅然とした誠実さで業務を行う

ことによってです。

Coloplastの高い評価は、私たちが消費者に私たち

の製品とサービスを継続的に提供し、ビジネス価

値を創造し、人々が誇りを持って働ける企業であ

り続けるための必須条件です。

これをそのまま維持することが絶対不可欠なので

す

私たち全員が責任を負わねばなりません。	

Coloplastは従業員10,000人以上の世界的企業で

す。私たち一人ひとりが、Coloplastの高い評価を

維持する個人的な責任を負っています。つまり私

たちは、Coloplast	BESTと、各国で適用される法律

および規制に従う責任があります。

Coloplast BESTは善悪の判断基準というよ

り、Coloplastの価値や私たちのグローバルな業務

における倫理、法律、規制に沿って行動する際

に、皆様の指針となるものです。

	

働きかける

正しいことが行われているか自信が持てないとき

は、いつでも質問することが大切です。ま

た、Coloplastやその評価を傷つける恐れのある行

動を見たりその疑いを持った場合はいつでも声に

出すことも大切です。

	

あなたの上司や法令順守責任者がそれを聞いて指

示を出します。彼らは、誠実さに疑問を呈した人

々を必ず支えます。ですから、問題や疑いが生じ

たときは連絡してください。

経営幹部とColoplast取締役会は、皆さんの支援に

より、私たちの企業活動の中に誠実性と正直さが

引き続き浸透し続け、私たちの価値と評価が今後

とも末永く存在し続けると確信しています。

私たちを世界で最も倫理的な企業の1つとして維持

して頂き感謝しています。

ラース・ラスムッセン

Lars Rasmussen
President, CEO

世界で最も倫理的な企業の一社であるというColoplastに対する評価
は、私たちの最も重要な資産の一つです。しかし評価は買ったり売った
りできるものではなく、たった一つの行動ですぐに損なわれます。		

Coloplast  
― 私たちの道
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私たちはColoplastにおいて、個人的な健康上のニ

ーズを持っている人々の生活をより快適にすると

いう使命に焦点を当てた、革新的な世界的ヘルス

ケア企業を代表しています。このミッションを実

践しそれに取り組んで実現するため、私たちは、

例外や弁解なしに、自らの行動と会社の価値を一

致させる必要があります。

私たちは40カ国以上で業務を展開する、従業員

10,000人以上の企業です。

Coloplast BESTは、世界的に卓越した高い倫理観を

持つ企業として運営して行くための私たちの指針

です。私たちの直感や正しいことに関する知識が

疑念を抱いたとき、プロとして行動するために役

立つ指針です。

Coloplast BESTは役に立つ指針ですが、私たちが遭

遇するあらゆる倫理的問題に対処できるわけでは

ありません。従って私たちは常に、自らの正しい

判断と良識を活用することが大事です。

あなたが倫理的ジレンマに直面

しどのように行動すべきか確信

が持てない場合。

次の全て質問を自分に問いかけ

てください。

·	それは合法か？

·	自分の行為はColoplast BEST
に沿っているか？

·	自分の行為がメディアに報じ

られても安心していられる

か？

·	同僚やColoplast外部の人々

に、このことを喜んで伝えら

れるだろうか？

より近くへ―もっと理解するために
情熱と共に―違いをもたらすために
尊重と責任感をもって―私たちを導くために 

私たちの行動と価
値は一致しなけれ
ばならない

不正なビジネスを
するくらいなら 
ビジネスをしない
方がまし”

“

「業務倫理テスト」業務上のジレンマと向き合うための優れたツール

どのように	行動すべきか

あなたの回答が明確に「はい」の場合は、続行できます。

質問のうち1つでもあなたの回答が「いいえ」または「

わからない」の場合は、自分の上司、コーポレート、ま

たは国内コンプライアンス、法務、その他Coloplastの
適切な部門または担当者に相談すべきです。	
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自分が間違いを犯したことに気

付いた場合、またはColoplast 
BESTの違反を認識した場合は、

すみやかに上司に報告し事態に

対処する方法を話し合ってくだ

さい。

上司に伝えることに不安を覚え

る場合は、コーポレートまたは

国内コンプライアンス部に問い

合わせるか内部告発ホットライ

ンを使って報告書を提出してく

ださい。

Coloplastは、誠実さに基づき懸念を表明した従業員に対しての、報復

を受け入れません。倫理および法令順守の疑問をすみやかに提起

し、Coloplast BESTの実際の違反またはその疑い、もしくはその他非

倫理的、違法、不審行為を直ちに報告することは私たちの義務で

す。

Coloplast BESTあるいは、その他ガイドラインの違反について疑念を

抱いたり報告を希望したりする場合、　最初に検討すべきは自分の

上司に話すことです。

上司に懸念を表明することに不安を覚える場合は、次のいずれかに

連絡してください。

·	コーポレートまたは国内コンプライアンス

·	コーポレートまたは国内法務

·	コーポレートまたは国内人事

最新の世界の連絡先一覧はコーポレートコンプライアンス部のイン

トラネットサイトでご覧いただけます。

あなた自身およびColoplastの評価を危険にさらすよりもアドバイスを

求めた方がより良いことを常に忘れないでください。決して不正行

為を見て見ぬふりをしないでください。

間違いは起こるものです。また倫理的ジレンマに陥った際にそれを

申し出ることは、決して簡単ではないでしょう。Coloplastが、懸念事

項を匿名で報告できる独立した第三者機関の内部告発ホットライン

を設置している理由がそこにあります。	

Coloplast BESTに従わなければ何が起こるか？		

非倫理的または違法な行為によって、Coloplastは民事および刑事

制裁、業界制裁、風評被害等を被る場合があります。

あなたがColoplast	BESTに違反した場合、違反の程度に応じて、個

人的に民事損害賠償、刑事訴追を受ける恐れがあります。また社

内的には解雇を含む懲戒処分を受ける恐れがあります。

同様に、Coloplastと関わる業務を行っているサプライヤー、代理

店、その他取引先がColoplast BESTに記載された指針に従わなか

った場合、その取引を終了する場合があります。

Coloplastは、従業員が自由に懸念を表明し、Coloplastの誠実性および
評価の維持に対し一人ひとりが責任を持っている、オープンで正直な文
化を奨励します。

どうやって懸念を
表明するか？
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多様性、均等な機会、差別のないこと

グローバルな組織として私たちは多様性を敬い育んでいます。私たちは多様な労働力を競争上の強みと

みなし成功の青写真だと考えています。私たちはどんな種類であれ、また特定のグループに対する、一

切の差別や嫌がらせを容認しません。私たちがダイナミックでプロフェッショナルな環境の創造に懸命

に取り組み、Coloplastで働くことを希望する人々を含め、すべての従業員に公正かつ均等な待遇を約束

している理由がそこにあります。

人々がColoplastの基本。私たちはこのように定義しています。人々が
社内外で、私たちの価値を代表しています。従業員が、自身の情熱を
Coloplastの顧客のための具体的ソリューションに向けることができ
る、健全で安全な、多様な職場を創造することが極めて重要です。

人々 が基本

多様性、均等な機会、差別のないこと―べき・べからず集

するべき：

·	礼儀正しく行動し他者の尊厳を敬う		

·	異なるアイデア、意見、文化に敬意を払う

·	採用、報酬、キャリア開発といった課題の

決定に際しては、個人の能力、経験や才能

等を基に判断する

·	あなた又は別の従業員が職場で差別や嫌が

らせを受けているときは上司か人事部長に

報告する

するべからず：

·	人種、肌の色、年齢、性別、国籍、社会

的・民族的出自、宗教、障害、性的指向、

婚姻関係、疾患、遺伝情報、または関連規

則で言及されているその他カテゴリを理由

に、職場で人を差別する

·	人に嫌がらせをする、または人に嫌がらせ

をするよう仕向ける、またはそれらを見て

見ぬふりする

.	他者への嫌がらせを容認する

10 11



人権と労働基本権

コミットメント

私たちは、国連のビジネスと人権に関する指導原則（UNGP）によって国際的に認知されている、労働基

本権を含む人権並びに、Coloplastが2002年に加盟した国連グローバル・コンパクトで規定されている、

最初の６指針を尊重し、支持しています。

UNGPに概説されている管理システムを社内に導入するだけでなく、UNGPで国際的に求められている最低基

準の順守を私たち取引先にも求めていくことは、Coloplastにとって非常に重要なことです。

私たちは、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言（ILOD）を含む、国際人権章典（世界人権

宣言（UDHR）、市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR））、経済的、社会的及び文化的権利

に関する国際規約（ICESCR）から構成）で言及されている労働基本権を含むすべての人権に尊重します

私たちの期待

私たちは従業員に対し、人権に関するすべての悪影響を回避および軽減し、私たちの期待に反していた

り、期待に背く疑いがあれば私たちの管理システムまたは苦情処理の仕組みを通じて通知することを求め

ます。

また私たち取引先やその他すべての戦略的パートナーに、人権に関する私たちの期待を理解し対応するよ

う求めます。私たち取引先や戦略的パートナーには、私たちの期待が満たされていない場合、Coloplastの
従業員に通知するか私たちの苦情処理の仕組みを使って通知することを求めます。

苦情処理の仕組み

問題を上司に報告しづらいときは、私たちの内部告発ホットラインを使って報告できることを覚えておい

てください。

問題を上司に報告しづらいときは、私たちの内部告発ホットラインを使
って報告できることを覚えておいてください。.

健康と安全

世界または組織のどの部門で働いていようと、すべての従業員に同一の健康と安全の基準が適用されま

す。私たちは世界中で同一の規則を順守するために労働衛生および安全のための国際基準（注1）を適

用し業務を継続的に改善しています。

新しい製品や生産方法を開発するときは健康と安全に関する課題を体系的に検討した上で、新たな設備

を建設したり既存の施設を改装したりしています。社員、取引先、その他ステークホルダーの意見を聞

いて職場環境を改善し、職場での健康と安全に対する責任を私たち全員で共有していることを十分に確

認しています。

Coloplastの全マネージャーは、リーダーとして自分の部署の健康と安全に対する最終的な責任を負い、

自分の部下にColoplastの職場環境を維持し改善する際の自らの役割を把握させる必要があります。また

マネージャーは、従業員が作業を安全に遂行するため、必要な指示、訓練、リソースを利用できるよう

にしておく責任もあります。詳細はEHS開発部門までお問い合わせください。

旅行の安全は私たちにとって重要です。従業員がColoplastを代表して旅行をするときは旅行の安全に記

載された会社方針を順守する必要があります。

1) OHSAS 18001

健康と安全―べき・べからず集

するべき：

·	安全な方法で行動する

·	作業の潜在的リスクや危険を制御するため

Coloplastの健康と安全要件を理解しこれに

従う

·	国内の規制に従い事故、損傷、危険な職場

環境を報告する

·	職場環境の改善に積極的に関わる

	

するべからず：

·	健康、安全、安全装置の使用に関する指示

を無視する

·	健康と安全に関する指示に疑念を持ってい

るにも関わらず質問を躊躇する
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賄賂なし

賄賂の提供または受領は絶対に拒

否し、賄賂を提示または要求され

た場合は必ず上司にすみやかに報

告してください。その後上司は、

企業コンプライアンス部にその事

案を報告してください。

最新のグローバル連絡担当者一覧

は企業コンプライアンス部のイン

トラネットサイトでご覧いただけ

ます。

Coloplastの代表として行動するときは、必ず政府関係者、取引先、そ

の他ステークホルダーに対して自己紹介を行い、Coloplastとの関係を

明らかにする必要があります。

腐敗防止		

賄賂に関する私たちの方針は明白です。私たちは、Coloplastの社

員が行ったか私たちを代理する第三者が行ったかにかかわらず、

賄賂またはその他あらゆる形式の汚職行為を禁じています。

一般原則として、私たちは私たち製品の購入、使用、販売または

推奨に関するいずれかの人物の判断に不適切な影響を及ぼす試み

であるとみなされる可能性がある行為を、彼／彼女に対して決し

て行ってはなりません。私たちは、金銭又は価値のある物の支払

いを、違法に、直接または間接に、提案、実行または許可しては

なりません。

·	あらゆる個人、顧客または企業の決定や行為に影響を及ぼす。

·	業務を勝ち取るまたは保持する。	

·	官僚の行為または決定に影響を及ぼす、或は

·	利益を得る。

Coloplastは利益供与のための支払いを賄賂とみなします。利益供

与のための支払いを要求されたら支払いを拒否し、利益供与のた

めの支払いが私たち方針に反するものであることを相手に説明し

た上で当該要求を上司に報告すると伝えてください。

賄賂

Coloplast従業員または私たちのために働くサードパーティは賄賂

を提案、提供または受領してはなりません。

私たちのために働くサードパーティ	

Coloplastのために仲介役としてサードパーティが関与するとき、

私たちは、このようなサードパーティが私たちの業務倫理基準と

同種の基準に沿って行動していることを確認する必要がありま

す。一例として、私たちと関係の深い流通の取引先は私たちの代

理店行動規範に従うことが要求されます。

	

私たちの価値である「尊敬と責任」は、社員全員が常に誠実に行動する
ことを要求します。したがって、全ステークホルダーとのすべてのやり取
りは、最高水準の透明性に基づかなければなりません。

仕事の誠実性
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Coloplastは政党や政治運動に財政支援を行っていませんが、そうした支援を行っている業界団体や政治シン

クタンク等の第三者機関に、財政支援を行う場合があります。

貿易規制および輸出管理法

Coloplastは、特定の国家、組織および個人への輸出ならびにそれらとの取引を制限する法律に従っていま

す。私たちは、こうした制限がColoplast社内における取引や、サプライヤ、メーカー、ビジネスパートナ

ーとの商取引にも適用される場合があることを認識しています。

もしあなたが製品の輸出入に関与している場合、その取引が貿易制限や輸出規制法の下で容認されている

ことを明確にしておく必要があります。

輸入または輸出規制法に関する質問や懸念をお持ちの場合は、コーポレートの法務部までお問い合わせく

ださい。

寄付と後援

Coloplastは地域コミュニティ、科学団体その他特定組織を支援するため定期的に寄付と後援を行っていま

す。こうした貢献の目的は友好を育むためであり、賄賂を覆い隠すためであったり、覆い隠す印象を与えた

りするものであってはなりません。見え方が非常に重要であることを忘れないでください。寄付が適法であ

るかどうか疑問に思った場合は、コーポレートの法務部およびコンプライアンス部に問い合わせてください。

政治運動や支援

Coloplastはあなたが個人的に政治活動に関与する権利を支持します。ただしこうした活動には個人の時間

と金を用いるものとし、政治候補者や政党を支援するためColoplastの設備または資源を使用してはなりま

せん。

またいずれかの候補者、運動、またはあなたが個人的に関与した問題を、Coloplastが支援または後援して

いるような印象を与えてはなりません。

不正防止―べき・べからず集

寄付と後援―べき・べからず集

るべき：

·	賄賂を提示または要求された場合はすみ
やかに上司に報告する

·	適用される現地法と業界の規範がColoplast	
BESTより厳しければそちらに従う

·	次の要件を満たす場合のみ取引先に利益を

提供することを覚えておく

	 ·	適用される現地法に沿って許可されて	

	 いる

	 ·	経理処理が正確に為され、透明かつ適	

	 切に記録されている

	 ·	賄賂または利益供与のための支払いで	

	 はない

するべからず：

·	賄賂または現金含むその他形式の不適切

な利益供与を政府関係者または私たち取

引先に提供するまたは受領する

·	取引先その他から、賄賂またはその他形式

の不適切な利益を受領する

·	入札委員会に落札または内部情報取得のた

め金銭を支払う

·	 NPDまたは処方箋ごとに医療従事者に金銭

を支払う

·	医療従事者または公務員に私たち製品を選

ばせるため金銭を支払う

·	不正に登録や承認を得るため、または償還

リストに当社製品を掲載するために金銭を

支払う。

·	製品の迅速な通関ために税関担当者に贈り

物や現金を渡す。(利益供与金)

·	何らかの方法で贈り物、接待等をColoplast
製品の過去、現在または潜在的未来の使用

または推奨と結びつける

2)		医療従事者が関与する後援についてはColoplastの医療従事者との関係に関するColoplastの方針をご覧ください。

するべき：

·	すべての寄付と後援が透明で、Coloplastの
経理処理がなされ、記録されていることを

確認する

·	慈善寄付は組織／機関に対するもののみ付

与し、常に適用される法律および規則を順

守しなければならないことを忘れない

·	公共企業に対する後援／寄付は、現地法も

しくは適用される業界基準によって公表が

求められている場合は適切な報告を行う

·	医療従事者、または医療従事者向けイベン

トを後援したい場合は、医療従事者との関

係のセクションを参照する2

するべからず：

·	Coloplastが不適切な利益を受けることを期

待または示唆しながら寄付または後援を提

案または提供する

·	個人に対して慈善寄付を行う	

·	何らかの方法で贈り物、接待等をColoplast	
製品の過去、現在または潜在的未来の使用

または推奨と結びつける
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公正な競争―べき・べからず集

アドバイスを求める

不当競争防法違反に対する罰則

は厳重です。競争または独占禁

止の問題に関する質問または懸

念をお持ちの場合は、ためらわ

ずに上司またはコーポレート法

律部にアドバイスを求めてくだ

さい。Coloplast競争法方針に指

示を仰ぐことも可能です。

公正な競争	

Coloplastは公明正大で制限の無い自由競争に取り組んでおり、私

たちの製品ポートフォリオは競合他社との公正な競合に打ち勝つ十

分な力を有していると信じています。

私たちは、不正競争防止法、独占禁止法等のすべての法律と規制を

順守することを約束し、公正かつ自由な競争を推進・保護するすべ

ての努力を支持・尊重します。従ってColoplastは競合に関わる全

社員に不当競争防止法の基本原則を理解し順守することを求めま

す。

私たちは、競合他社との間で、いかなる方法であれ価格を固定した

り、機密データの違法な取引を行ったり、最低価格を設定したり、

その他供給に関する重要な条件を統一したりするための調整または

協力することに同意しないことを忘れないでください。また私たち

は「注文獲得のため」に競合他社との間で、製造量や販売量の割当

てを行ったり、市場を共有するために顧客を地域別に割り当てたり

する取り決めを行うことに同意しません。

どのような問題が
公正で自由な競争
に影響を及ぼす可
能性があるのか？
価格設定に影響を与え、市場の独占を形成し、市場または競合他社と
共有している市場の支配的地位の乱用につながるいかなる問題も、公
正かつ自由な競争に影響を及ぼす可能性があります。

これらはあなたが自分の上司やコーポレートの法務部と共有すべき、
競争と独占禁止に関するトピックの一例です。

· 競合他社間での価格決定方針または代理店の価格設定の慣習
· 取引条件
· 市場共有または販売地域分割
· ボイコットや顧客の排除
· 極端な低価格での製品の販売（原価以下など）
· 生産量に関する外部との議論 

自由かつ公正な競争に影響を及ぼす問題はここに挙げた例以外にもあ
ることを忘れないでください。

するべき：

·	適用されるすべての競争および独占禁止の

法律に従う

·	競合他社、行政機関、代理店、サプライ

ヤ、その他ステークホルダーが競争に影響

を与える可能性のある問題を持ち出した場

合は、必ずコーポレートの法務部を関与さ

せる

·	入札や提案依頼書への応札は私たちの競合

他社とは無関係に行う

·	競合他社に関する情報は倫理的方法で合法

的ルートを通じて収集する

·	競争または独占禁止問題に関し疑問や懸念

が生じた場合は上司またはコーポレートの

法務部にアドバイスを求める

するべからず：

·	競争を制限する可能性のある契約、協

調慣行、または合意を交わす

·	競争上慎重に扱うべき情報を交換する

·	価格情報、または競合他社との価格設

定に影響を及ぼす可能性のある情報を

共有する

·	取引先を、とりわけColoplastが支配的

地位を維持している国々で不当な不利

益にさらす
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利益相反の解決

通常、実際のまたは潜在的利益

相反は従業員とColoplast双方に

容認可能な方法で解決されま

す。ただし問題解決方法の決定

は、適切な人物が行うことが重

要です。

利益相反

私たちは潜在的または実際の利益相反をすみやかに報告し解決す

る、透明、自由、かつ正直な文化を維持するよう努めています。

私たちは、実際のまたは潜在的利益相反が特定された場合、意思

決定プロセスから自らを除外し、代わりに利益相反を持たない上

役（自分の上司など）、あるいは国内またはコーポレートのコン

プライアンス部に本件を委ねる必要があります。

Coloplast従業員として私たちは、偏見のない、私たちの価値に適し
た、Coloplastにとっての最善の利益を考慮した決定を常に行う必要
があります。

個人
誠実性

利益相反―べき・べからず集

するべき：

·	自分の行動がColoplastの最善の利益になっ

ていることを確認する

·	あなたが義務を感じてしまう、または義務

を負うかに見える贈り物や招待は拒否する

·	あなた個人の利益がColoplastの最善の利益

と対立するあらゆる状況を避ける

·	自分に潜在的な利益相反がある場合は意思

決定プロセスから自分を除外し、そのよう

な利益相反を持たない上司に決定を下させ

る

·	個人の利益がColoplastの最善の利益と対立

する可能性がある場合は上司にすみやかに

報告する

するべからず：

·	Coloplastでの自分の立場を利用して自分、自

分の親戚、近しい人物に不正な利益を得る	

·	あなたの業績に悪影響をもたらしたり	

Coloplastにおけるあなたの職務遂行を阻害し

たりする社外の業務に従事する

·	Coloplastと競合するまたは競合の可能性があ

る、あるいはColoplastにおけるあなたの責務

に違反する外部活動に参加する

.	事前に特段の使用許可を受けずにあなたの外

部活動にColoplastの備品、設備またはリソー

ス（機密情報や知的財産を含む）を利用する

20 21



外部提携先からColoplast社員に提供される贈り物、接待、その他利益	

Coloplastは、多くの市場でビジネス関係を築くために通常行われている方法であれば、社員が取引先から

適切な接待や粗品を受け取ることを容認します。

従業員は粗品の価値を越える贈り物を受け取ってはいけません。

贈り物や接待の多くは善意でやりとりされますが、誤解を生み不適切な影響の認識を生むことがありま

す。したがってColoplast従業員は、Coloplastやその従業員の誠実性に懸念を生む可能性のある贈り物、

接待、その他利益を受取ってはなりません。

贈り物や接待の時期や内容が、それを受け取るのに適しているかどうかを認識する際に、非常に重要とな

ることに注意してください。一例として、入札期間中や最終調達契約の締結前に、贈り物や接待を受け取

ることは不適切である可能性が高いです。	

不正行為	

不正行為は私たちの価値および文化に完全に反します。良好な売れ行き、優れた業績、肩書きなどは規模

の大小を問わず不正行為の口実になりません。不正行為には決して関与せず、またそれらに対して見て見

ぬふりをしないでください。

取引先および政府関係者への贈り物、接待その他利益供与

Coloplastは取引先との良好で信頼のおける協働関係を推進しています。彼らは私たちの成功の要です。

必要に応じて、私たちは取引先に贈り物や接待を提供する場合があります。そうした場合、私たちは利

益相反、信義則に反する行為、あるいは業務上の決定に影響を及ぼす不適切な試みなどを示唆する状況

を生まないよう注意しなければなりません。多くの国々では、政府関係者に提供される贈り物や接待に

より厳重な規則が適用され、そうした規則の違反は汚職とみなされる可能性があります。政府関係者と

やりとりを行う際は必ず適用されるすべての規則を順守するよう十分注意してください。

接待及びその他利益が適切、合法であり、適用される法律、およびColoplastとあなた自身の誠実性の双

方を保護するための内部報告要件に沿って正確に記録されていることを毎回確認してください。

医療従事者に提供される贈り物、接待およびその他利益供与は厳密な規制の下にあり、具体的報告を求

められる市場や、禁止されている国々もあることに注意してください。医療従事者との関係の章をご覧

ください。

外部提携先がCOLOPLAST従業員に提供する贈り物、接待、およびその他利益―べき・べからず集

取引先および政府関係者への贈り物、接待その他利益―べき・べからず集

するべき：

·	許可された場合および適切である場合に提

供できるのは、過度ではない合理的な贈り

物、接待およびその他利益のみであること

を忘れない	

·	贈り物、接待およびその他利益の提供はオ

ープンに行い正確に記録する	

·	贈り物、接待またはその他利益を取引先に

提供する際に、あなた、またはColoplastの
誠実性に疑念を生じさせるかどうかが不確

かである場合、自分の上司または先方の上

司にすみやかに報告する

するべからず：

·	一般的／地域の礼儀を越えた贈り物、接待

またはその他利益を提供する

·	業務上の決定に不適切な影響を及ぼすとみ

なされる可能性のある贈り物、接待または

その他利益を提供する

·	何らかの義務または期待に結びつく贈り

物、接待およびその他利益を提供する

·	受け取る側の規則や国内法に従わない贈り

物、接待およびその他利益を提供する

するべき：

·	現地法、規制、および商慣習に従っている

場合のみ贈り物を受け取ることを忘れない

·	過度ではない合理的な接待のみ受け取るこ

とを忘れない

·	業務上の決定に影響を及ぼすと判断される

可能性のない贈り物、接待またはその他利

益のみ受け取ることを忘れない

·	贈り物、接待またはその他利益があなたま

たはColoplastの誠実性に疑念を生むかどう

か不確かな場合は上司に報告する

するべからず：

·	金銭や粗品を越える贈り物を受け取る

·	通常の礼儀を越える贈り物、接待または

その他利益を受け取る

·	Coloplastの現在または未来のサードパー

ティに贈り物、接待またはその他利益を

促したり求めたりする

·	受け取ることであなたまたはColoplastの誠

実性に疑念を生む可能性があるにも関わら

ず贈り物、接待またはその他利益を受け取

る
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利益相反が発生し
た場合私は何をす
べきか？  
利益相反は用心するに越したことはありません。 

· あなたが持つすべての潜在的または実際の利益相反は、関係して
いるのがあなたであれ同僚であれ、すべて積極的に報告する

· あなたが利益相反の状態にある場合は意思決定からすみやかに
自己を除外し、利益相反のない上司に決定を行わせる

· マネージャーは利益相反問題をすみやかに解決しこの解決を必ず
書面で記録する

あなたの配偶者、パートナー、親戚、または近しい友人が業務上の決
定において個人的利益を持つ場合、利益相反が生じる可能性がありま
す。あなたの個人的利益とColoplastの利益が相反する状況は、多く存
在します。とりわけ次ような場面では十分注意しなければなりませ
ん。

· あなたの配偶者、パートナー、親族、または友人が関わる取引。一
例としてあなたの配偶者または友人が経営する企業とあなたが契
約を結ぶ場合。 

· あなた、あなたの配偶者、パートナー、親族、または友人が業務
上、財政上、個人上の利益を持っている企業との取引。一例として
あなたの両親が最近大幅な投資を行った企業とあなたが契約を
結ぶ場合。 

· あなたの配偶者、パートナー、親族、または友人の雇用または管理
にあなたが関与している

· あなたがColoplast以外で、例えば外部雇用、ビジネスベンチャー、
投資、取締役または政府の役割などで、プロとして契約している

利益相反はいつ起
こるか？ 
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従って私たちは、自国と医療従事者の住む国の両方の、適用される法律、規制、倫理規範および業界基準

を熟知し、常にそれらに従う必要があります。

一般ガイドライン

一般原則として、私たちは医療従事者に対し、私たち製品の購入、使用、処方または推奨に関する彼または

彼女の決断に不適切な影響を及ぼす試みと判断されるいかなるものも提供してはなりません。私たちと医療

従事者との関係は、常に専門的目的が介在するものである必要があります。

活動が2つ以上の国に関わる場合（例えば医療従事者が自分の国から別の国にサービスを行うなど）、私た

ちは両方の国の規制が及ぶ範囲で従う必要があります。中には、医療従事者に提供される手数料、贈り物、

接待の報告を要求する国があることにご注意ください。こうした報告要件は国境を越えて適用される場合が

あり、要件を怠ると多額の罰金が科せられる場合があります。							

医療従事者への贈り物、接待およびその他利益

多くの国内法および地域、現地業界規範は、医療従事者や医療組織に提供される贈り物、接待およびその

他利益を規制しています。従って、医療従事者に贈り物、または接待を提供する前に、私たちは国内およ

び海外のColoplast方針に加え、適用される現地法および業界規範を必ず精査する必要があります。医療従

事者に贈り物を提供することが容認されている場合、こうした贈り物の価値は極端でなく、専門的または

教育的目的を持つもの、または患者に益するものでなければなりません。

Coloplastは、合法かつ適用される業界規制に従っている場合、および正当なイベントまたは会議の目的に

合致している場合のみ、医療従事者に接待（食事など）を提供します。イベントや会議は、そのイベント

や会議に最適な環境を備えた適切な会場で行う必要があります。イベントと併せて行われる接待は、極端

ではない合理的なレベルを保ち、イベントまたは会議の主目的の時間と焦点を常に優先しなければなりま

せん。旅行の手配も、同様に合理的レベルを維持しなければなりません。私たちは、医療従事者の出張に

対し、配偶者やその他ゲストの支払いを行いません。

贈り物および接待の方針に関する詳細は医療従事者との関係に関するColoplastのグローバルポリシーおよ

び国内ポリシーをご覧ください。		

コンサルタント料および講演者謝礼	

私たち製品の品質を担保し、私たちの分野で可能な限り最高の専門性を確保するため、私たちには、随時専

門家の助言を得る正当な必要性があります。

コンサルタントや講演者として医療従事者を雇うことはしたがって、その医療従事者の専門能力および資格

が依頼内容に適していなければなりません。コンサルティング契約は、医療従事者にColoplast製品の購入ま

たは推奨を誘導するための方策とすべきではありません。

Coloplastは消費者による私たち製品の最適な使用を確保するため
医療従事者と絶え間なく接触しています。医療従事者は製品の開発
や改良のために製品への要望を挙げ、科学情報や開発情報を交換
することを通じて私たちと協力しています。

医療従事者
との関係

*医療従事者
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医療従事者と契約する際、その報酬が提供されるサービスにふさわしく、市場の価値と一致し、かつ透明

性が担保されていることを確認する必要があります。雇用の詳細は必ず書面の契約書で記録する必要があ

ります。

製品プロモーションとトレーニング

私たちは、私たちの製品プロモーションとトレーニングを通じて医療従事者やその他関係者に私たち製

品の安全で効果的な使用方法を伝える、重要な役割を担っています。私たちは、適用される法律、規

制、および業界の規範に従って最良の製品プロモーションを実践するよう取り組んでいます。

マネージャーは、私たち製品のプロモーションに関わる全員に、適用されるすべての法律および規則

と、Coloplastおよび業界の基準に関する訓練を受けさせて下さい。

製品プロモーションは有効な科学的証拠に基づき、正確、客観的かつ完全な製品情報を提供するもので

なければなりません。販促資料は、標準手順書の定義によって承認された最新のもののみを使用しま

す。

支援と教育助成金

Coloplastは、国内および地域の業界規範を含む適用される法律および規則に従って、支援および教育助成金

を提供しています。私たち業務の既存の国内プロセスに従ってください。例：助成金委員会

詳細は医療従事者との関係に関するColoplastのグローバルポリシーにてご覧いただけます。

医療従事者との関係―べき・べからず集

するべき：

·	医療従事者もしくは医療組織との関係におい

て職務としての目的を立証できるようにする

·	医療従事者に贈り物または接待を提供する前に

適用される現地法と業界規範ならびに	

Coloplastのグローバルおよび国内のポリシー

を確認する

·	適用される法律および規則の下で許可され適切

である場合のみ医療従事者に接待を提供し、接

待は合理的かつ過剰でない控えめなレベルを保

つものとする

·	許可され適切である場合のみ医療従事者に贈り

物またはその他利益を提供するものとし、贈り

物が許容される場合には、かかる贈り物は適切

な価値と専門的または教育的目的を持つか、患

者に利益があるものとする

·	適用される報告要件に従う

·	懸念がある場合は上司、国内またはコーポレー

トのコンプライアンス部に問い合わせる

·	医療従事者に提供された贈り物、接待またはそ

の他利益が、あなたまたはColoplastの誠実性に疑

念を生むかどうか不確かな場合、上司またはそ

の上の上司にすみやかに報告する

するべからず：

·	医療従事者または医療組織に不適切な影響

をもたらすとみなされる可能性のある贈り

物、接待またはその他利益を提供する

·	何らかの義務または期待に結びつく贈り物

接待およびその他利益を提供する

·	一般的／地域の礼儀を越えた贈り物、接待

またはその他利益を提供する

·	適用される法律および規則に従わない贈り

物、接待およびその他利益を提供する

·	現金または現金に相当する贈り物を提供

する

·	公正な市場価格を超える手数料を支払う

·	配偶者またはその他ゲストの支払いを行う

	

どのように依頼す
るか...

医療従事者にコンサルタントまたは講演を依頼をする際は

· 正当なビジネスニーズを実証できることを確認する  

· 依頼相手の専門能力および経験に関する妥当な資料を入手する

· 医療従事者の雇用主に知らせる（病院、診療所、大学等）3 

· Coloplastの講演者、コンサルト等用の契約書テンプレートを使って
必ず書面の契約書を作成する

· 医療従事者に支払う料金には公正な市場価格を反映させる―懸
念がある場合は上司、あるいは国内またはコーポレートのコンプ
ライアンス部に問い合わせる

· 医療従事者が行い無事に完了した業務は書類に記録する

· あなたもしくは医療従事者の国の法律または業界規範で求められ
ている場合は適切な報告を行う

3)中国と米国では、医療従事者の雇用者の情報について、異なるルールが適用されています。国内のコンプライアンスおよび国内ポリシーをご参照ください。
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製品の品質と患者の安全

国内および海外双方の品質基準、規制要件、国際的慣行に従うことは、顧客、行政機関、取引先の信頼を

維持し、私たち製品の品質、安全、有用性に対する期待を満たすために不可欠です。新製品の初期の設計

段階から製品のライフサイクル全体に至るまで、常に安全性と品質を最優先しています。

製品に関するリスクを監視、分析、評価、管理するため、Coloplastは規制要件に沿った市販後監視プロセ

スを確立しました。私たちは苦情を認識したら、苦情の登録手続きに従い、行政機関への時宜を得た報告

を確保し、製品品質の改良に価値ある情報を提供します。.

革新、臨床試験、製品開発の一般倫理

Coloplastは、私たちの全業務エリアにおける革新的ソリューションを通じて、ユーザーのニーズに耳を傾

け、対応するための業界標準の確立に取り組んでいます。つまり、私たちの消費者や専門知識を持つ医療従

事者と密接に協力しながら、研究開発を行っています。

Coloplastは、規制要件や国際的に認められた指針に沿って臨床試験を実施しています。私たちは必要なデ

ータを収集して関連規制当局にすみやかに報告し適用される法律に従って臨床データを保持しています。

新製品を開発する際、私たちはColoplastのプロセス・品質管理手順および製品開発原則の一般倫理に従っ

ています。

動物実験

個人的な医療ニーズを持つ人々のために製品を開発する際、私たち製品の安全性を確保するため部分的

に動物実験が必要とされる場合があります。また、動物実験を通じて承認を取得した製品の書類を要求

する規制当局もあります。こうした理由から、私たちは製品の開発と承認において動物実験を完全にな

くすことはできません。それでも私たちは常に、可能な限り動物実験を行わない方法に置き換える試み

を続けています。動物実験が必要な場合、私たちは試験装置を可能な限り開発の最終段階に据えて試験

を洗練・削減し、また動物の苦痛を最小限に抑える方法を採用しています。

加えて、私たちは動物保護に関する法律や国際基準に従うサプライヤのみを使用し、サプライヤがコン

プライアンスに順守していることを定期的に監視しています。

Coloplastの動物保護に関する詳細は、私たちの動物保護ポリシーをご覧ください。

Coloplastの名前は、現在も将来も、個人的な医療ニーズをもった人々
の、役に立つ革新的製品およびサービスに関連付けられます。私たち
の品質と革新に対する評価は、私たちに競争上の優位性をもたらしま
す。私たちの高い基準に妥協はありません。

製品の品質と 
革新
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知的財産権の侵害またはインサイダ

ー	取引を認識しましたか？

すみやかにコーポレートの法務部ま

たは投資情報部までご連絡くださ

い。連絡先詳細は企業コンプライア

ンス部のサイト、コネクトでご覧いた

だけます。

また、機密情報や知的財産を守り、個人情報を保護し、正確かつ

完全な帳簿および記録を保持することも意味します。	

機密情報と知的財産		

私たちの業務機密情報は非常に重要なものであり必ず保護すべき

ものです。Coloplast従業員として、私たちはさまざまな方法で

業務機密情報を利用します。私たち全員がColoplastの専有情

報・機密情報を尊重し、それらを権限のないサードパーティに開

示せず、Coloplastの合法的な業務にのみ使用することを期待さ

れている理由がそこにあります。

私たちはColoplastの機密情報に関する事案をどこで、いつ、だ

れと話し合ったかについて、十分に気を配る必要があります。公

共の場では、サードパーティの誰かが機密情報を取得しようとし

ている可能性があるため特に気を付ける必要があります。つねに

国内とグローバルのITポリシーおよびガイドラインの両方に従っ

てください。

秘密保持契約が結ばれていない限り、またはColoplastとサード

パーティの関係性が十分な機密性を保証しない限り（外部の財務

または法務アドバイザーが機密保持の専門的義務に拘束されてい

るなど）、サードパーティに機密情報を提供しないことが重要で

す。

私たちはサードパーティに属する情報の機密性を常に尊重しま

す。サードパーティが私たちに機密情報を委託した場合、私たち

は、彼らの機密情報を合法的な業務目的にのみ使用し、サードパ

ーティの機密情報を保護するためのあらゆる合理的予防措置を取

ります。機密情報の不正な開示を認識したら、すみやかにコーポ

レートの法務部に連絡してください。

私たち全員に、Coloplastの資産を守る責任があります。つまり設備を
管理し、物理的資産を守り、それらが合法な目的にのみ使用されるよ
うにすることです。

Coloplast の
資産と情報
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会計上の問題

不正または不適切な帳簿や記録

管理、あるいは財務会計に懸念

を覚えた場合は、すみやかにコ

ーポレートの財務部または法務

部までご連絡ください。

Coloplastは法的要件を満たすため、または効果的な業務の遂行やサービスを実現するため、従業員やサー

ドパーティ（消費者、患者、取引先、医療従事者、科学コミュニティの代表等）に関する情報を収集、使

用、転送する場合があります。個人情報の収集および処理に関する国内および海外の法律は数多く存在し

ます。法律に従わずに個人情報を扱うことは、その情報を保持する個人を傷つける場合があります。いく

つかの国々では個人情報の悪用は犯罪であり、悪用はColoplastに重大な負の影響をもたらす場合がありま

す。

Coloplastのグローバル個人情報方針は、個人情報を適切に収集、処理、保護することを求めています。個

人情報の取り扱いに疑問を覚えた場合は、データ保護部門までお問い合わせください。

帳簿と記録管理		

正確かつ徹底した記録はColoplastのビジネスの成功にとって不可欠で

す。これらの記録は重要な業務決定に用いられ、これらのおかげで

Coloplastの経営幹部および役員は、私たちの企業活動および業績に関

する正確、完全、透明な視点を把握することができます。財務データ

の時宜を得た正確な処理と報告は、したがって誠実かつ倫理的に業務

を遂行するという私たちの約束の核心です。

私たちは、法律および規制、企業財務部の報告および財務ガイドライ

ン、ならびに帳簿と記録管理に関するその他方針とガイドラインに必

ず従う必要があります。そのため私たちは、帳簿および記録を、それ

が業務目的で必要とされている限り、または法律で必要とされている

限り、保管しています。

私たちは革新的製品ポートフォリオで知られ、知的財産権に依存しています。したがって、それを知る

合法的ニーズを持つ人々とのみ私たちの知的財産に関する情報を共有することで、私たちの知的財産権

を保護することが非常に重要です。

インサイダー取引

インサイダー情報とは、公開されていない情報であり、公開されれば会社の株価や、人々の株売買決定

に影響を及ぼす可能性のあるものを指します。

インサイダー情報を保持している間は、それを他人と交換したり、開示や内報等を行ってはなりませ

ん。こうした行為は重大な犯罪となる可能性があり、懲役が科せられる場合もあります。インサイダー

取引を構成する可能性のある行動について、懸念がある場合は必ずコーポレートの法務部または投資情

報部まで連絡してください。

個人情報

Coloplastは人々のプライバシーを尊重し、個人情報保護の重要性を認識しています。私たちは個人情報

に倫理的かつ責任を持って対処することで、責任ある雇用者となり、また私たちの消費者や取引先にと

っての信頼のおけるパートナーとなるという両方の目標を維持しています。	

機密情報―べき・べからず集

するべき：

·	機密情報を開示する前にColoplast外部の人物

（サプライヤ、外部コンサルト等）と秘密保

持契約を結ぶ	

·	サードパーティの機密情報を尊重しその他当

事者の機密情報は合法的な業務目的にのみ使

用する

·	公共の場で機密情報を扱う場合は十分に配

慮する

·	意図せずに会社情報を共有することを避け

る

·	会社以外のインターネットに接続するときは

VPNを使用する

するべからず：

·	情報を受け取る必要のない人と機密情報を

共有する

·	Coloplastの機密情報または知的財産を個人

の利用または利益のためにコピー、取得ま

たは保持する

·	その他当事者から不正な方法で取得した機

密情報を利用する

·	退職後にColoplastの機密情報を利用する	

·	旅行中に大量の印刷物を持ち歩く	

個人情報―べき・べからず集

するべき：

·	適用される法律およびColoplastのグローバ

ル個人情報ポリシーに従う	

·	個人情報特定の合法かつ必要な目的におい

てのみ個人情報緒収集、使用、開示または

保管することを忘れない

するべからず：

·	個人情報を当初の収集目的や利用目的に必要

とされる期間を超えて保持する

·	個人情報の安全を危険に晒す	

·	同意、受信者の評価、もしくはデータ処理の

合意なしにColoplast外部に個人情報を送信す

る
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Coloplastの従業員は、適用される現地法および規制に従って、ビジネスと関係のないソーシャルメディ

アの使用に積極的に参加することができます。しかし、Coloplast従業員によるソーシャルメディアの使

用は、プライベートな使用を含めて、Coloplastのイメージや評価に負の影響をもたらす可能性があるこ

とを、常留意しておくことが重要です。つまり、いかなる場合も責任ある態度でソーシャルメディアを

使用しなければなりません。詳しいガイダンスは私たちのソーシャルメディアの使用に関するグローバ

ルまたは国内ポリシーをご覧いただくか、コーポレートコミュニケーション部までお問い合わせください。

帳簿および記録の正確性と完全性に関するその他法律の下にある、財務情報に関してとりわけ注意を払

うことも等しく重要です。多くの市場では、コンプライアンスに従わないことはColoplastの入札資格を

損なわせるリスクがあり、私たちの公共企業との関係を脅かす可能性があることに注意してください。

マネージャーは、法律や規則に加えコーポレートの財務部が発行した手順とガイドラインが順守される

よう、適切な内部管理が実施されていることを必ず確認してください。内部管理の弱さは、不正確な報

告、職務分離の欠如、私たち資産の不十分な保護、および不正行為につながる可能性があります。		

コミュニケーションとソーシャルメディア

Coloplastのイメージと評価を守ることは私たちにとって重要です。私たちのコミュニケーションは、お

互いや、ステークホルダーとつながるために役立ちます。私たちは常に、私たちの価値を実証し、目的

を推進し、私たちの評価およびブランドを高めるような方法で、コミュニケーションをとるべきです。

従って、Coloplastを代表して応答する方法について訓練を受けた、指名された従業員のみが、私たちや

私たち製品について、会社を代表して話す権限を持っています。記者、業界アナリスト、財界のメンバ

ーといった外部の人物が、私たちの業務、従業員、顧客、パートナーに関する情報を得ようと、私たち

従業員に直接連絡をする場合があります。私たちの情報に関してこうした人物から連絡を受けた従業員

は、投資情報部やコーポレートコミュニケーション部と一緒に動く必要があります。外部の人物から連

絡を受けた場合は、その人物の詳細な情報を入手し、対処すべき適切な担当者にそれらを連絡する必要

があります。連絡先一覧は企業コンプライアンス部のサイト、コネクトでご覧いただけます。

帳簿と記録管理―べき・べからず集

するべき：

·	自分の役割に関する情報を正確かつ完全に記

録し必要な書類を保持する

·	収益認識、営業費用、削除項目、未払金を重

視する

·	業務目的ではもはや必要がない場合、破棄を

する責任が自分にある場合、保持する法的要

件がない場合にのみ、記録を破棄することが

できることを忘れない

するべからず：

·	帳簿および記録を改ざんする

·	故意または不注意により不正確な情報を記

録する

コミュニケーションとソーシャルメディア―べき・べからず集

するべき：

·	Coloplastに関する事実および事実上正し

い情報のみ提供する

·	自分のコミュニケーションに客観的かつ

専門的になり、外部と内部の両方に理性

的なマナーを用いる

·	攻撃的、扇動的、挑発的な言動やColoplast
に迷惑を掛けたり名誉を棄損したりること

はすべて避ける

するべからず：

·	特にその権限もないのにマスコミに対し

Coloplastについてしゃべる

·	自分の専門的コミュニケーションと個人の

コミュニケーションを混同してあなたの個

人的見解をColoplastが支持しているようほ

のめかす

·	Coloplastまたはその他に属する機密情報

を、合法的な必要性をもつ人やその情報を

見る権限を持つ人以外に、開示する

·	Coloplast製品の適用外使用を話し合った

り慣例外の使用をアドバイスしたりする	

·	誤解を生む恐れのあるオンライン上で

Coloplastを代表して話をする	
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環境問題

私たちの環境管理システムは、法律の順守を担保し私たちの環境への影響を継続的に改善することに体

系的に取り組む、国際規格ISO14001従って認定されています。

製品を開発する際、Coloplastは開発のあらゆる段階で環境設計の原則を組み込むことにより、環境上の

課題に対処しています。その方法とは：

·	環境への影響が低い原材料を活用する

·	廃棄物管理システムとリサイクルを改善する

·	生産に必要なエネルギーの使用を最少化する

ライフサイクルアセスメントが、原材料から廃棄物管理、エネルギー消費、廃棄処理、製品輸送に至る

までのすべてをカバーし、Coloplastの環境への取り組みを主導しています。私たちは環境に負担をかけ

る原材料を避け、そうした材料の使用を継続的に減らす戦略を取っています。

Coloplastの全従業員は、日々の活動における環境への影響を制限し、その方法について優れたアイデア

を共有することが求められています。また環境に危険に及ぼす可能性のある状況は、上司か、環境、健

康と安全性部門に報告することが求められます。

私たちは、気候変動、資源不足、有害物質の使用などに関連する、地
球環境の課題への取り組みにおいて自社の情熱、尊敬、責任という価
値観を尊重します。

環境への配慮
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用語解説

 

賄賂

商業賄賂

機密情報

寄付と後援

利益供与のための支払い

不正行為

贈り物、接待およびその

他利益

賄賂とは、不当な優位性を獲得することを目的に、政府関係者や取引

先の行動に影響を与えるため、金銭、贈り物、利益を使用することで

す。

商業賄賂は、競合他社に対する優位性を確保するため代理人や潜在的

買手の従業員を巻き込んだ汚職を引き起こす賄賂の一形態です。それ

は汚職の一形態であり必ずしも公務員や便宜が関与するわけではあり

ません。

一般的な商業賄賂は「キックバック」と呼ばれるものです。”一例と

して、「A社」の商品やサービスのサプライヤは売手が「B社」の調達

マネージャーに、調達マネージャーがA社を選択することを目的に調

達マネージャーの個人口座への支払いを提供している場合、B社の商

品やサービスのサプライヤとしてキックバックを支払います。”

非政府契約の入札談合は、商業賄賂の別の例です。

公務員への贈賄同様、賄賂は様々な形態をとることがあります。支払

い、優位性、サービス等。	

Coloplastはいかなる商業賄賂も容認しません。

機密情報とは、Coloplastまたはその他当事者に関する、自分の立場上

知り得るが公には入手できない情報のことです。業務、業績、製品の

他、顧客や、私たちに委託された業務関連の情報も含まれます。

以下は一例ですがこれがすべてではありません。

財務データ、マスターデータ、製造方法、技術情報、知的財産に関す

る情報、研究開発計画、事業計画、合併・買収活動、価格情報、顧

客、消費者データ、サプライヤ／ベンダー、個人従業員情報など。

寄付は、見返りや補償を期待せずに提供される自発的な贈り物で

す。寄付には多くの形態があります。金銭、サービス、中古機器、

情報共有など。

後援とは、広告機会と引き換えに、Coloplastがプロジェクトやイベ

ントに財政支援を提供したり組織をサポートしたりする状況です。

例えば、スポーツイベントでのロゴの表示、雑誌などでの好意的な

言及など。

利益供与のための支払いとは、日常業務を実行または迅速化させるた

めの政府関係者への少額の支払いです。例えば通関、ビザの取得、ナ

ンバープレートの更新など。Coloplastは、これを賄賂とみなします。

不正行為とは、不当または違法な利得を確保するために行われる意図的

な策略のことです。不正行為には次のようなものがあります。

·	コンピュータや電話などのオフィス機器を盗み返却しない。例えば

Coloplast資金やオフィス機器の不正な移送。

·	工場の道具や、廃棄物や製品を含む生産材料を盗み返却しない。個

人的目的で企業のリソースを悪用する。例：

	 a)	Coloplastの社有車を私的に借りる、私的な製造目的で機械を使	

	 用する、Coloplastのサプライヤから私的に優遇措置を受けたり	

	 無料で商品やサービスを得たりする、個人の支出を業務関連と	

	 報告する

	 b)	虚偽の経費請求を行う

	 c)	請求書や書類を偽造する	

	 d)	知的財産を盗む		

	 e)	虚偽の財務記録や書類を意図的に提出する

贈り物、接待およびその他利益とは、何らかの価値のあるものです。

解説用語 解説用語
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嫌がらせ

医療機関

医療従事者

不適切な利益

知的財産

キックバック

個人情報

ソーシャル　メディア

嫌がらせは物理的、視覚的、または言語的な性質があります。禁止さ

れている嫌がらせの例としてはメモ、手紙、発言、中傷、電子メー

ル、その他の電子的やりとりが含まれますがこれらに限定されませ

ん。また、写真、絵、身振り手振り、および個人の人種、肌の色、年

齢、性別、国籍、社会的または民族的起源、宗教、身体障害、医学的

状態、性的指向、婚姻関係に基づく、不快な、その他種類の身振り手

振り、その他種類の行為を含みます。

医療機関とは、病院、診療所、実験室、薬局、研究機関、財団、大

学、その他の教育機関または学界（患者グループを除く）など、処

方、推薦、購入、注文、供給、利用、販売、医療製品やサービスのリ

ースに影響力を持つ、（法的または組織的形態に関係なく）医療、医

学、または科学的な協会や組織のことです。またはそれらを通じて１

人以上の医療従事者がサービスを提供しています。

医療従事者とは、直接的または間接的に、私たち製品の推薦、購入、

リース、処方、購入の手配、または使用を行う、個人（医師、看護

師、技術者、研究コーディネーターを含むがこれらに限定されない臨

床または非臨床者）または団体（病院またはグループ購入団体など）

のことです。医療従事者との関係は厳密に管理されています。政府が

採用または資金援助している医療従事者には、そういった医療従事者

は多く存在しますが、とりわけ注意が必要です。	

不適切な利益とは、企業にとって明確に付与される権限のない利益で

あり、例えば値上げ承認、契約の発注、有利な製品仕様の選択、操業

許可やライセンスの付与、製品使用／登録の承認、有利な裁判所の判

断、税務上の紛争解決などがあります。

知的財産とは、権利が認定された無形固定資産のことです。例えば、	

特許、特許出願、営業秘密、商標、著作権、ドメイン名、関連する権

利など。

キックバックは、交渉する賄賂の一形態であり、企業が有利な対処

の提供のため、受取人に補償や報酬（見返り）など、何らかの価値

を支払うことです。キックバックには、ベンダーが支払いを確保す

るため会社の従業員に虚偽または水増しした請求書を提出するこ

と、またはベンダーが、入札で政府関係者に自分を選択させるた

め、政府関係者に契約収益の金額またはその割合を支払うこととい

った例があります。

個人情報は、特定の個人を識別することに使用できる情報のことで

す。例えば名前、住所、電話番号、社会保障番号、パスポート番号

など。このほか機密とみなされる個人情報には、民族や人種など出

自に関するデータ、政治的意見、宗教的信念、労働組合のメンバー

シップ、健康関連情報、セックスライフ、犯罪歴、深刻な社会問

題、その他純粋なプライバシー事項などがあります。

ソーシャルメディアとは、ブログ、Wiki、ソーシャルネットワーク／

メディア、動画や写真の共有サイト、モバイルアプリ、オンラインフ

ォーラム、仮想世界、その他インターネットやモバイル通信技術を介

した公開や議論の場のことです。ほとんどすべての企業／ビジネス

は、ソーシャルメディアで存在感を維持したりソーシャルサイトで交

流を図ったりしています。

ソーシャルメディアには一般に以下のような特性があります。

グローバルな協調をサポートし、見知らぬ人と意見、考え方、経験、

視点を共有できます。

その内容は、機能も含めて、ツールのプロバイダーやサードパーティ

機関ではなくユーザーコミュニティが管理し制御している場合が数多

く存在します。
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コロプラストは、個人的な健康

上のニーズをお持ちの方々の生

活をより快適にするための製品

やサービスをお届けしていま

す。製品を使ってくださってい

る方々の声に耳を傾け、ともに

開発を行い、お一人おひとりの

ニーズに即した解決方法を見つ

け出しています。私たちはこれ

をインティメイト・ヘスルケア

と呼んでいます。

コロプラストは、ストーマケ

ア、コンチネンスケア、ウンド

ケア、ウロロジーケアの分野で

世界的にビジネスを展開し、１

万名以上の社員を擁していま

す。


