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Amer Sportsは、主要市場で存在感のある主要ブランドと機能を持つグローバル企業です。
このような複雑な環境下で誠実に行動するためには、共通のガイドラインが必要です。最も
重要なのは「行動規範」であり、私たちの価値観を日々実践しています。それは、私たちの
従業員と、私たちのために働くすべての人の仕事の指針となります。それは、サプライヤー
やパートナーに対する私たちのコミットメントと期待、そして私たち自身の従業員をどのよ
うに尊重するかを記述しています。「行動規範」は、私たちの行動原則をすべてのステーク
ホルダーに説明しています。

私たちの事業は、「DETERMINED TO WIN」「TEAM SPIRIT」「FAIR PLAY」
「INNOVATION」の4つの価値観に基づいています。行動規範では、企業倫理や環境配慮、
人権・労働権の尊重、機会均等、労働安全の確保、法令遵守、詐欺防止、顧客データ保護、
知的財産の取り扱いなど、私たちの価値観がどのように行動に結びついているかを説明して
います。

経営陣は、すべてのブランドや事業部門において、これらの価値観を確立し、浸透させ、 
これらの原則が尊重されるようにすることを担当しています。私たちは、社員に対して行動
規範の内容に関する研修を実施するとともに、「行動規範」の適用に関する懸念事項があれ
ば、匿名で通報できる窓口を設けています。

経営陣と私は、すべての社員が私たちの行動規範に従って行動することを確信しています。
私たちは、誠実さをもって取り組むことによって、エクセレンスを追求し、未来のための目
標を達成することができます。

ジェームズ・ツェン 

取締役社長（CEO）
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この行動規範は、私たち全員が個人として、ま
た企業として、どこで活動していくかについ
て、Amer Sports Group(以下「Amer Sports」
という）の重要な倫理原則を概説し、定めていま
す。本規範はまた、顧客、取引先、従業員および
その他の利害関係者との関係をどのように取り扱
うかを定義します。

本規範は、世界中のAmer Sportsのすべての取締
役、役員および従業員に適用されます。

Amer Sportsは、ビジネスのあらゆる側面にお
いて、最高水準の個人的および職業的行動に
コミットしています。私たちのコアバリュー
は、DETERMINED TO WIN、TEAM SPIRIT、FAIR 
PLAY、INNOVATIONです。これらの基本的価値
観は、私たちが取り組むすべての行動の基本で
す。Amer Sportsでは、社員一人ひとりが、自らの
行動と高い企業倫理の遵守、公正な取引の原則の
遵守、他者の権利の尊重、誠実な行動、良き企業

序文
市民としての責務を果
たしています。

Amer Sportsは、すべての
レベルの従業員とのオープン
で信頼できる議論を促進することにより、スピー
クアップ文化を維持することを約束しています。
従業員は、本規範に関連する質問を、所属長、人
事ビジネスパートナー、法務・内部監査部門、ま
たはAmer Sportsの機密・匿名の報告ラインを通じ
て、本規範に関連する疑問を投げかけ、問題を提
起することができます。

私たちは、お取引先様には、本行動規範の倫理的
原則を尊重していただくことを期待します。当社
の社外および社内のサプライヤーは、Amer Sports 
Ethical Policyに従うことが期待されます。

この行動規範の原則は、私たちの基本的価値観に
基づいています。

Amer Sportsは、
ビジネスのあらゆる

面で、最高水準の個人
的・職業的行動にコ
ミットしています



当社製品
私たちは、運動やフィットネスへのアクセスを促
進し、提供する商品を通じて、健康で活力ある暮
らしを促進します。また、運動の楽しさを知って
いただくことで、生涯にわたって健康で活き活き
と暮らすことができるようにしています。

長期的な成長と収益性を確保するためには、最終
消費者をはじめとするステークホルダーの皆様の
ご要望に耳を傾け、製品への期待に応えていくこ
とが必要です。我々はまた、持続可能で責任ある
事業を行い、関連するリスクと機会を管理する必
要があります。

環境
私たちは、製品や事業活動にともなう環境負荷
を、責任ある経済的な方法で低減することを目指
しています。資源の有効活用や循環型経済への取
り組みなど、環境への影響を把握し、継続的な改
善に努めています。従業員一人ひとりが日常業務
の中で環境問題を自覚するために、全従業員が責
任を持って行動し、ベストプラクティスを共有す
ることを奨励しています。

力強い業績こそが、私たちの成
功の鍵です。私たちは、ブラン
ド・製品を継続的に開発しま
す。DETERMINED TO WINは、
強い労働倫理とトップレベルの
業績を奨励します。

Determined to Win
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人権と労働の権利

我々は、人権を尊重し、国連の人権に関する世界
宣言の原則に従うことにコミットします。

我々は、国際労働機関（ILO）の条約によって定義
された原則に従うことにコミットします。私たち
は、人権・労働権を尊重し、強制・義務・児童労
働を一切容認しません。Amer Sportsは「近代奴隷
制度と人身取引に関する声明」を発表しました。
これらの原則は、当社の従業員およびAmer Sports
のサプライヤーの従業員を含むバリューチェーン
全体に適用されます。私たちは、サプライヤーの

パフォーマンスを積極的に監視し、その基準が満
たされるようにするための研修を実施します。

Amer Sportsでは、これらの事項についてさらに指
導する「倫理方針」を定めています。

労働安全

私たちは、従業員はもちろん、構内で働く従業員以
外のすべての従業員の福祉に努めるとともに、職場
や出張における安全文化の向上に努めています。

私たちは、チームスピリットとチー
ムワークを大切にしています。私た
ちのチームは、共通の目標に貢献す
る強力な個人で構成されています。

Team Spirit
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外部ステークホルダーとのコミュニケ
ーション

Amer Sportsは、従業員がAmer Sportsおよび当社
の製品を前向きな方法と文脈でプロモーションす
ることを奨励しています。従業員は、常に責任を
持って誠実に行動しなければならず、私たちの事
業や製品に関する機密情報や有害情報を一切開示
してはなりません。

Amer Sportsでは、安全で健康的な職場を提供す
るとともに、労働安全管理を体系的に推進し、事
故・傷病の防止に努めています。

すべての従業員は、雇用に適用される労働安全お
よび出張に関連する適用法令、規則および指示を
順守することが要求されます。

ハラスメントの防止

Amer Sportsでは、社員一人ひとりがお互いを尊重
し、ステークホルダーの皆様に敬意を表すること

を期待しています。私たちは、いかなる嫌がらせ
も容認しません。従業員は、嫌がらせその他不適
切な行動を起こさない職場環境を作り、維持する
責務を負います。

機会均等、多様性

私たちは、機会均等と多様性を促進し、差別に対
する寛容をゼロにします。人種、人種、宗教、政
治的意見、年齢、国籍、性別、障害、性的指向な
どの理由から、誰も異なる扱いを受けることはで
きません。
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り、倫理的、公正かつ積極的に競争します。反競
争的行為は厳しく禁止されています。

詐欺、贈収賄、汚職

私たちは、詐欺、贈収賄、汚職に対して、いかな
る形においても寛容ではありません。Amer Sports
およびその従業員は、事業上の利益または金銭上
の利益を達成することを目的とする贈賄、キック
バック、その他の違法な支払いまたは不当な利益
の授受に直接または間接的に従事しません。この
ような当社のアプローチは、直接または代理店な
どの第三者を通じて行われる取引に適用されます。

Amer Sportsは、贈収賄防止方針を有しており、こ

れにより、これらの事項に関するさらなる指針が
提供されます。

贈答品

当社の従業員は、当社が取引を行う者、当社が取
引を行おうとする者または当社と取引を行おうと
する者からの、または当社と取引を行おうとする
者からの、金銭、贈答品、福利厚生、異常な形態
の接待を受け、付与し、申し出または要求しませ
ん。不当な支払、給付、贈答又は接待に関する請
求及び申出は、これを却下します。

慣習的なビジネス・ギフトおよび企業の接待は、
適用される法律に準拠して与えられ、本行動規範

法令遵守

Amer Sportsは世界中で事業を展開していま
す。Amer Sportsは、適用されるすべての法律およ
び規則を遵守する責任を負います。本規範は、法
律または規則を代替または無効にすることを意図し
ていません。本規範と適用法との間に矛盾がある場
合、法律が優先するものとします。本規範のいかな
る規定も、法律を破るための指示と解釈されるべき
ではありません。

競争コンプライアンス

私たちは、すべての事業活動において、自由で公
正な競争の原則及び適用のある独占禁止法に則

Fair Play
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に違反しない限り、両当事者間の関係を促進する
善意の行為として提供および受諾することができ
ます。

マネーロンダリング対策

私たちは、世界中でマネーロンダリング防止法を完
全に遵守することにコミットしています。マネーロ
ンダリングは、違法な資金源からの資金が正当な金
融チャネルに持ち込まれ、その資金を隠したり、正
当なものとみなされたりした場合に発生します。不
審・異常を発見した場合には、全従業員が内部監査
に報告することを期待しています。

利益相反

すべての従業員は、常にAmer Sportsの最善の利益
のためにのみ行動する義務を負い、会社に対する義
務と個人的利益との間に矛盾または衝突が生じるよ
うな状況を回避します。利益相反が生じるのは、従
業員が個人的または職業上の利益を競い合い、公平
に職務を遂行することが困難になる場合です。すべ
てのAmer Sportsの従業員は、ライン・マネージャ
ーに潜在的な利益相反を開示する必要があります。
取引先との個人的・密接な関係は、当社の意思決定
に影響を及ぼさないものとします。

ビジネスパートナー

当社の取引先には、流通業者、コンサルタント、
代理店、影響力を持つ人、供給業者など、当社が
契約する自然人および法人が含まれます。私たち

は、信頼できる第三者とのみ協力するために、第
三者と協力する前にリスクに基づくデュー・デリ
ジェンスを実施しています。

輸出管理

政府によって課される輸出管理法や規制は、例え
ば、テロや武器の拡散を防止するための制裁や通
商禁止などに関連しています。これらの法律の違反
は深刻な結果をもたらす可能性があります。した
がって、第三者との取引にあたっては、輸出管理
に関する法令の遵守を徹底しなければなりません。

Amer Sportsは、これらの事項に関するさらなるガ
イダンスを提供する輸出管理方針を有しています。

データプライバシー

私たちは、消費者のプライバシーと個人情報の秘密
を尊重します。私たちの消費者の秘密情報は、適切
に保護され、意図された事業目的のためにのみ使用
されています。プライバシー法に基づき、消費者の
個人データは、それが取得された目的以外の目的に
は使用されません。

政治献金

Amer Sportsは、直接・間接を問わず、政党や政
治団体に財政的支援を提供していないです。Amer 
Sportsの従業員は、政治活動と仕事の分離を明確に
しています。 
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知的財産

私たちは、新しい、革新的なアイデアやコンセプ
トを生み出し、促進しようと努めています。ま
た、Amer Sportsの従業員は、イノベーションを強
調し、促進することが期待されています。あらゆ
る侵害、損害、損失、盗難または悪用から革新的
な成果を保護するために、すべてのAmer Sports
従業員は、第三者による不正アクセスから当社の
知的財産を保護するために適切な措置を講じなけ

私たちの発展に不可欠な前提条件は
イノベーションであり、イノベーシ
ョンの最大の動機は、常に現在の運
用方法を評価し、疑問を投げかける
ことです。

ればなりません。また、他者の知的財産権を尊重
しています。

秘密性

私たちは、セキュリティに配慮し、機密情報を保
護することで、Amer Sportsとそのブランドを守り
ます。また、取引先の機密情報を尊重し、保護し
ます。

Innovation
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施行

本規範に違反した場合、Amer 
Sportsのブランドや評判が損なわれ
る可能性があるため、本規範は厳格
に執行されなければなりません。

本規範に概説されている原則に従わない場合は、
重大な問題となり、懲戒処分、解雇または刑事告
発に至ることもあります。

すべてのAmer Sportsの従業員は、法律で要求され
る範囲において、不正行為の調査に全面的に協力
することが期待されます。

本規範違反の可能性を知った、または疑いのある
Amer Sports従業員は、当該違反を不当に遅滞なく

Amer Sportsの法務部門または内部監査に報告し、
状況を詳述する事実を提示する必要があります。
違反や懸念も報告できる匿名の報告ライン
が、Amer Sports全般にわたって運用されていま
す。詳細についてはイントラネットをご覧くださ
い。

本行動規範の実際の違反または違反の可能性を誠実
に報告するための報復措置は一切取られません。
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www.amersports.com
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