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ロレアルスピリット
ロレアルは、化粧品の品質、有効性、安全性に関して、世界中の男女に最高の革新を提供することを使命としています。今
後の方針としては、美に対する人々の限りないニーズと欲求を満たす化粧品を生み出すことで、世界でさらに 10億人以上
の消費者を獲得することです。当社のアイデンティティと評判は、高い価値観と倫理規範の上に成り立っています。当社の
価値観とは、情熱、革新、企業家としてのスピリット、心を開くこと、卓越性と責任の探究です。倫理規範とは、誠実さ、
尊重、勇気、透明性です。

ビジネスにおいて
私たちのリ一ダーシップ戦略は、研究開発に対する継続的な投資の上に成り立っています。これにより、私たちのブランドは、
品質と安全性についての最も厳しい基準に準拠して製造された、革新的、高機能、実用的かつ使い心地のよい製品を顧客に
提供することができるのです。公正さと明確さに重きを置き、消費者向け広告は、必ず実証された効能効果と科学的なデー
タに基づいています。顧客およびサプライヤーに対しては、信頼と相互利益に基づいた、継続的で堅固な関係を築き上げる
よう努力しています。利害関係者を含む、私たちのビジネス環境の競合会社を尊重しています。誠実を旨とした業務の遂行 :
事業を営む各国の法律を尊重し順守して、健全なコ一ポレ一トガバナンスを実践しています。財務報告において高い水準を
維持し、不正への闘いを支援しています。会社資産を守り、最も有効に活用することによって、長期的かつ持続性のある株
主価値を実現しています。私たちは、常に優秀であることを目指し、自分自身および自らの方法の向上に挑み続けています。

雇用主として
私たちはロレアルを働きやすい会社にすることを目指しています。社員は会社にとって最大の資産です。社員には、安全か
つ健全な職場環境、つまり、個々の才能や長所が認められ、多様性が評価され、プライバシーが尊重され、仕事と私生活の
バランスへの配慮がなされている職場を与えられる権利があります。私たちは、社員に対し、良い刺激のある璟境、興味を
かきたてる機会、そして人生にプラスになるチヤンスを提供していると信じています。そして、全社員が疑問、アイディア、
懸念について自由に発言できるような、オ一プンで寛容、そして互いに尊重し合える雰囲気を奨励しています。

責任ある企業市民として
私たちは、美しく公正な世界を創造する役割を担っています。今日の利益のために明日を危険にさらすことは避けようと決
意し、生態系を含む自然環境に与える負荷に配慮して、常にその軽減に努めています。事業を営む国々および地域社会への
積極的な貢献を行い、地域の文化および感性を尊重しています。私たちは、人権の尊重に最大限の努力を払います。年少労
働および強制労働の撲滅に向けて助力したいと考えています。業界から動物実験をなくしたいと願い、代替方法の開発およ
び導入に貢献しています。わが社の価値観と倫理的なコミットメントを共有するビジネスパ一トナ一を積極的に探し求め、
支持しています。

これが、私たちが業務を遂行する精神、ロレアルスピリット。
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序文
ジャン - ポール・アゴンより

21世紀においては、倫理を社風、戦略、日常の業務と融合させた会社のみが生き残るでし 
ょう。

当社の目標は、世界で最も模範的な会社の一つになることです。当社の倫理プログラムはす
でに有名であり、これによって当社は業界内で世界一流企業として位置づけられています。

当社の確固たる倫理的文化は、新しいロレアルを支える柱の一つです。そのため、私たちは
ビジネス、雇用主、企業市民としての責務を明確に述べる必要があります。

誠実さ、尊重、勇気そして透明性という倫理原則により、私たちは信頼されるグループであ
り続けることができます。

この倫理綱領は、勤務場所や職種によらず、新入社員、マネージメント コミッティのメン
バー、取締役など、全員に適用されます。

この綱領は、当社の基準となる文書であり、私たちが選択をする際の動機付けをし、日常の行動を導いてくれます。

この綱領をしっかりと読み込んでください。活用してください。伝えてしてください。尊重してください。そして周りの人々
にもこの綱領に対する尊重を徹底させてください。

ロレアルは、皆さんの模範的な態度が模範となることを求めています。

JEAN-PAUL AGON
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

エマニュエル・ルーリンより

私たちの倫理綱領は生きた共有文書であり、誠実、信頼、団結という当社の文化に必要不可欠なテーマを網羅しています。
その目的は、一般原則を設定し、多くの実用的な日常における例を通じて、ロレアルの社員として成すべきことを全員に理
解してもらうことです。

この文書の他に、専用イントラサイト（http://ethics.loreal.wans）とトレーニングを自由
に利用することができます。各国の倫理担当者が規約を実行するのをお手伝いしてくれます。

しかし、倫理は私たち一人一人の最も重要な責務です。

また、何年もの間、私達は倫理の日に集っています。イベントへの参加者が増えるにつれて、
ロレアルグループの重要な行事となってきています。

全ての社員および部署が、礼儀正しくオープンな態度で共に働かなければなりません。他人
のアイデアは認める必要があります。私たちは寛容な態度で互いの意見を聞き、機密保持に
関する規定に従って、必要に応じて情報を共有すベきです。

倫理的な問題が単純である場合は稀です。私たちの強みは、そのような問題に取り組む勇気
を持っていることです。倫理問題に関しては疑問点を一人で抱え込まず、発言し、アドバイスを求めてください。当社はそ
のプロセスを常に支援します。

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer



行動基準

5

エグゼクティブコミツテイ一より

私たちは、倫理綱領を日常業務に適
用することを約束します。これはロレア
ルの成功のために極めて重要です。

倫理は、世界のどこにいようが、ロレアル
グループの全社員の行為に例外なく適用さ
れます。製品の研究、革新、デザインから
製造およびマーケティング、経営および財
務から持続的な発展、コミュニケーション
および広報からデジタルに至るロレアルの
全活動に適用されます。

私たちの各々が、ロレアルコミュニティ
の代表そして一員として、書面のみなら
ず心構えの上でも、この規約に従うこと
を誓約します。

常に以下のことを忘れずに行動します：

•  この書面に定められた倫理原則に例外は
ないということ：必ず従ってください。

•  模範を示すこと：ロレアルの世評および
私たちの利害関係者全員からの信頼は、
私たち一人ひとりにかかっています。

•  何を行ったかだけではなく、どのよう
に行ったかによっても評価されるとい
うこと。
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この倫理綱領が適用されるのは
誰ですか？

この規約の
使い方

倫理綱領は、世界中のロレアルグループとその子会社の全
社員に適用されます。また、ロレアルグループの世界中の
全執行役員、エグゼクティブ コミッティーおよびマネージ
メント コミッティーのメンバーとその子会社に適用されま
す。さらに、倫理綱領はロレアル財団のすべての従業員と
執行役員に適用されます。この文書で使用されている「ロ
レアル」という言葉は、ロレアルグループとロレアル財団

の全子会社を指します。できる限り多くの社員が母国語で
倫理綱領を読めるようにするため、倫理綱領は現在 45ヵ国
語で用意されています。同規約のイギリス英語版が原本と
なっています。

倫理綱領はロレアルの企業ウェブサイトで一般公開されて
います。

ロレアルは多くの国々で事業を展開しており、そこには様々
な文化、法律、政治体制があります。

企業そして責務を遂行する個人として、私たちはロレアル
が事業を営む国の法規および規制を常に尊重しなくてはな
りません。

私たちは、容易ではない状況も多々あると理解しています。
倫理の目的は多くの場合、原則の対立を仲立ちすることで
す。私たちの倫理綱領は、法律の適用を受けず、自由裁量
が必要とされる数多くの「白黒つかない」部分についての
グループの基準を設定しています。

ロレアルが期待する倫理的内容および原則について学ぶた
めに綱領を全て読み、今後疑問や懸念事項が浮かんだ場合
の参考のために写しを取っておいてください。

もちろん、いかなる文書も起こり得るあらゆる状況を予測
し、それに対処することはできません。このような裁量が
必要な状況に直面した場合、以下の質問を自問するように
して下さい。

1.  当該事項は、「倫理綱領」に沿っていますか？

2. それは合法ですか？

3.  当該事項は私たちの「倫理方針」の「誠実さ」、「尊重」、 
「勇気」そして「透明性」に沿っていますか？

4.  自分の行動が利害関係者にどのような影響を与えるか想像 
でき、自分の決断を正当化できますか？

5.  自分の決断が社内あるいは社外で公表されても平気ですか？

これらの質問の答えが一つでも「いいえ」であったり、疑

念があったりする場合の鉄則は、行動を起こす前に適当な
人（上司、社内の専門家、倫理担当者など）に相談し、問
題についてオープンに検討することです（「懸念事項がある
場合：

「倫理綱領」は、既存の方針に取って代わるものではありま
せん。今まで職場で適用されてきた規則や基準を引き続き
参照してください。この規約は、それらの方針や基準の骨
組みを提供することを目的とし、その結果、背後にある理
論的根拠の理解を容易にします。

ロレアルは倫理綱領が完璧なものではなく、内容が時によっ
て変わる場合があると認識しています。

ロレアルは倫理綱領を「予告の有無に関わらず」いつでも
変更する権利およびロレアルの倫理方針に反しない特定の
状況下で適当と思われる行動を取る権利を有しています。
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ロレアルは、社員が本音で語り合えるオープンな社風を推
進します。

私たちは、全社員が個々の見解を述べ、意見を主張し、容
認できない行為や要求について報告するよう奨励します。

社員が特定の実務に関して懸念を抱いたり、それらを解決
するのに役立つアドバイスやガイダンスを必要とする場合
があるかもしれません。自社、自社の社員、あるいは自社
と契約を結んでいる第三者の不正行為に関するすべての報
告については十分に調査し、そして適切に処理することを、
わが社の方針としています。

通常、そのような問題の提起は、所属の業務または職務上
長経由で行われます。人事マネージャーまたは倫理担当者
に連絡しても構いません。社員代表など、その他の利用で
きる手段が国 によってはあるかもしれません。

報告をするカントリーマネージャー（社長）、または企業
スタッフあるいは地域スタッフが報告する場合はエグゼク
ティブ コミッティーのメンバーが倫理綱領の尊重を徹底す
る責任を負います。

例外として、懸念事項に通常のプロセスで対処できない場
合は、ウェブサイト経由で最高倫理責任者に直接連絡する
ことができます。www.lorealethics.com

また、誠意を持って当該懸念事項を提起した社員は報復行
為から保護されます。報復行為を受けていると思う社員は、
直ちに上記と同様のプロセスでこれを報告しなければなり
ません。

ここで言う「誠意」の意味は、後にそれが誤りであること
が証明されたとしても、当時は理解可能で、偽りがなく正
確であると信じていた情報を提供した、ということを指し
ます。

調査を行う場合には、公正なプロセスを明示し、守秘義務
および推定無罪の原則を尊重します。また、全ての調査は
適用され得る地域の法律を遵守し、特にデュープロセス（適
正手続き）を尊重します。

倫理に関する懸念事項の調査中には、全社的な協力が必須
であり、全ての情報および文書は一度目の請求で直ちに提
出されなければなりません。

関与した人物には、疑惑を持たれているということが通知
されます。直ちに提出されない情報については、例えば事
実の確認、証拠の保存、所轄官庁への連絡など、遅延の必
要性を証明する必要があります。

得られた全ての情報は、当該懸念事項に確実に対処するた
め、そして /または適切なステップがとられるようにする
ため、正当な知る理由がある人のみと共有されます。

私たちは、懸念事項を提起した個人に対して、適切に、か
つ法的要件またはその他の守秘義務を侵害しない範囲内で
調査結果を提供します。

中傷的または悪意を持ってされたと判明した告発には、懲
戒手続きが取られることがあります。

懸念事項 
がある場合



8

共に
働く

現地の法律と習慣の
尊重

私たちは、全ての社員および部署が、礼儀正しくオープン
な態度で共に働くことを期待します。

チ一厶ワークを奨励して、失敗はもとより、成功も皆で分
かち合うべきです。

私たちは皆、他人のアイディアを褒め、他人の貢献を認め
るよう心がけるべきです。
私たちは寛容な態度で互いの意見を聞き、機密保持に関す
るグループの規定に従って、必要に応じて情報を共有すベ
きです。

尊敬の欠如、特に暴言や不適切なジェスチャー、人種差別
的、差別的または性的な発言は許されるものではありませ
ん。同僚を誹謗することは、ロレアルの倫理規範に反する
行為です。

これにより、あらゆる業務において忠誠、信頼、連帯感、
文化的な違いの尊重を備えた社風を守っていきます。

人権の
尊重

私たちは、1948年 12月 10日に採択された「世界人権宣言」
および 2011年 6月 16日に採択された国連の「ビジネスと人
権に関する指導原則」を参考とし、人権の尊重および促進
に最大限の努力を払います。2003年より国連の「グローバ
ルコンパクト」に参加しており、国連の「女性のエンパワー
メント原則」を支持しています。

多くの国で事業を営んでいるため、国際労働機関の基本条
約で取り上げられている問題（児童労働および強制労働の
禁止、結社の自由の尊重）、多様性の促進、女性の権利、天
然資源を使用する人々の権利の尊重および健康に対する権
利に特に注意を払います。

ロレアルは、特に、品質、安全衛生基準、労働法、環境、
汚職およびマネーロンダリング、データの機密性、課税お
よび正確な財務・非財務報告、公正競争に関する法とその
精神を順守します。

ロレアルは、これらの原則をビジネスパートナーと分かち
合い、パートナー企業にもこれらの法律や規則を尊重して
もらうことを徹底するべく努めています。

また、私たちが接する地域社会の文化的なおよび社会的な
伝統に対しては、できる限り慎重を期し、配慮に満ちた行
動をとるよう徹底すべきです。

例えば、この規約内のガイダンスは、ある特定の国の法律
または習慣とは異なるかもしれません。そのような場合、
地域の法律および習慣が規約内に設定されているものより
厳しい基準を課している際には、常に地域の法律および習
慣を適用してください。逆に、規約内の基準の方が厳しい
場合には、結果として活動が非合法とならない限り、規約
の方を優先させるべきです。
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目次
1 0 ページ
製品の安全と品質

1 1 ページ
広告とマーケティング
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財務および事業記録の正確
性とマネーロンダリングの
撲滅

2 6 ページ
インサイダー取引

2 7 ページ
税金

ビジネスにおいての私たちの責務を守る

「私たちは、常に優秀であることを目指し、 
自分自身および自らの方法の向上に挑み続 
けています。」
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製品の安全と品質は、常に最優先事項としてきました。
私たちの製品の卓越したパフォーマンス、品質、および安全性こそが、消費者に対する貢献と尊重を証明するものです。
これらにより、顧客の信頼は維持され、ブランドの人気が支えられ、ロレアルの業界リーダーとしての地位が確固たるも
のとなっているのです。私たちは、非常に厳密な評価法により有効性および安全性が証明された製品を市販することを確
約します。
商品開発、製造、マーケティング、販売に関与する全ロレアル社員は、構想段階から流通、さらには製品が商品棚に 並べ
られた後でさえも、完璧な品質を実現できるよう努めなければなりません。
 

必須事項
+  全製品の遵守を徹底するため、全ての国内や国際的な法
的及び規制要件を順守すること

+  最高の衛生基準と厳密な品質管理が、商品開発から生産
工程および流通工程までの各段階において適用されるよ
う徹底すること

+  消費者から苦情が出ていることを認識している場合、そ
の消費者に正しい消費者担当部署に連絡するように依頼
し、この苦情が健康または安全性に関する問題であると
思われる場合、必ず直ちに上司あるいは国際化粧品調査
部署に知らせること

禁止事項
-  安全に関するいかなる問題も見逃すことがないように、
製品の安全性についての自由でオープンな意見交換を制
限すること

-  製品の安全性および品質管理についての懸念事項を無視
すること

-  私たちの製品に関するマスメディアからの質問（ソーシャ
ルメディアからのものも含む）に答える資格あるいは権
利がないにも関わらず回答すること

倫理的ですか。
1.1 - 私は生産ライン現場で働いていますが、一部の完成品に
不良があることに気づきました。ある機械が品質問題を起こ
しているように思われます。そうした事態が生じた場合、生
産工程を中断するべきと私は思いましたが、現場監督者は何
も措置をとっていません。製造スケジュールがとてもきつい
ものであることは私も承知しています。上述のことを見逃し
ていても、監督者として信用するべきでしょうか？

ロレアルは、製造工程の各段階において品質管理を行い、消
費者が最高品質の製品を手にすることができるよう徹底して
います。製造スケジュールにかかわらず、品質を最優先させ
ます。製造を続ける前に、何ら躊躇することなく当該生産ラ
インを休止して、その問題についてマネ一ジャーとオープン
に話し合ってください。そして、マネージャ一および同一ラ
インで働く他の社員と共に問題を解決してください。

1.2 - サプライヤーから最近搬入された原材料について、汚染
が起こっていたかもしれないとの報告を受けました。当該原
材料を含む製品はすでに顧客宛に出荷済みであり、製品の汚
染についての具体的証拠はありません。私たちは当該原材料
を含む全製品をリコールする義務があるでしょうか？

ロレアルでは、製品の安全に関わるいかなる懸念事項にも敏
速に対応します。当該問題については、直ちに上司または品
質管理マネージャーに報告してください。

1.3 - 間違った電話番号にかけた消費者から連絡を受けまし
た。その消費者は私たちの製品の一つを使用した後、アレル
ギー反応が起こったそうです。どうしたら良いでしょう？

その消費者にお客様相談室の正しい電話番号を教え、すぐ
にそちらに連絡するよう勧めてください。さらに、この情
報を国際化粧品調査部署に送ってください。ロレアルでは、
当社の製品との最終的な因果関係について詳細な調査を
行った後、望ましくない効果を補正するために製品の成分
調整を決定する場合があります。これは、たとえ望ましく
ない効果が軽度のものであっても、消費者に当社の製品を、
自信を持ってお使いいただけることを保証するためです。

1.4 - 家族や友人からロレアルの動物実験に対する見解につ
いてよく尋ねられるのですが…何と言えば良いか分かりませ
ん。誰に話を持ちかけたら良いですか？

ロレアルは自社製品またはそれに使用されている原材料での
動物実験は、世界中のいかなる場所でも一切行っていません。
また、ロレアルはその任務を他者にも委託していません。規
制機関が安全および規制のために要求した場合のみ例外とし
て認められます。この件に関して質問がある場合、広報ディ
レクターに連絡してください。注記：自分の専門外の話題に
ついて話す場合は気をつけてください（「会社を代表して」の
章を参照してください）。

連絡先：製品の品質および /または安全性について懸念
事項がある場合、一人で抱え込まないようにしてくださ
い。各自のマネージャー、品質管理マネージャー、法務
部長、研究開発部門ディレクター、人事マネージャーま
た倫理担当者などに相談してください。サポートを受け
られます（「懸念事項がある場合：オープントーク」の
章も参照してください）。

ビジネスにおいて

製品の
安全と品質
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私たちの製品の成功は、製品が持つ固有の特徴とパフォーマンスに基づいています。この原則は、消費者の忠誠心を獲得し、
保持するのに不可欠です。私たちは世界中の限りなく多様な美に対するニーズおよび欲望を尊重することにより、責任を持っ
てコミュニケーションを取っていきたいと思っています。一つだけあるいは達成不可能な美のモデルの推進はしません。
 

必須事項
+  広告および苦情に関しては、製品発表が遅れることとなっ
ても社内検証プロセスに従うこと

+  全ての広告および販売促進物は、必ず業界の成功事例に
従って行われた審査、消費者テストおよび臨床研究から得
られた、証明された効能効果およびそれに関連する科学的
なデータに基づいていること

+  製品とその効果についての公正かつ正確で、偽りのない記
述を行うこと

+  製品の用途および正しい使用方法を明確に示し、容易に消
費者に理解されるよう注意を払うこと

+  ブランドが多数の美のタイプを推進するよう徹底すること
 
+  私たちの広告に対して、宗教的、民族的、文化的、および
社会的なグループからの起こり得る反応について配慮する
こと

+  児童および青少年へ製品の販売を促進する場合には、私た
ちの活動が「倫理方針」に一致しているように最大の注意
を払うこと

+  広告に登場する子供の労働環境に関して特に注意を払う
こと

+  広告に動物を使用する場合は、特に明らかに容認できない
訓練環境にいる絶滅危惧種を使用しないように注意を払う
こと

+  消費者がキャンペーンの条件を容易に理解できるように、
販売促進活動およびマーケティング活動を策定すること

+  消費者の個人情報を保護すること（「プライバシーおよび
データ保護」の章を参照してください）

+  競合会社に関する中傷的発言は控えること（競合他社の製
品またはサービスに関する虚偽の発言を含む）

禁止事項
-  消費者を騙したり、消費者の知識不足や経験不足を悪用
したりしようとすること

-  製品の使用により、立派な専門家になれる、社会的利益
が得られる、または製品が個人的な問題の克服あるいは
社会的に認められるために必要なものであると広告内で
主張すること

-  広告内で人間としての尊厳を脅かすこと、または下品な
固定概念を提示すること

-  特定のマスメディアまたはアピール方法が暴力、性行為、
迷信、あるいは何者かに対する憎悪の扇動に基づいた番
組に広告を出すこと。そういった戦略はロレアルの倫理
方針に反するものです

-  製品が子供向けではないことが広告内で明確にされてい
ない場合を除き、子供への使用の実験がなされていない
製品の広告に子供を登場させること

-  日焼け止めや衛生用品を除き、特に広告および販売促進
において幼児を対象とすること

-  環境または社会的な主張を含め、主張を故意に私たちの
コミュニケーション手段で誇張すること

-  行動マーケティング目的でインターネットユーザーに事
前に通知することなく情報を収集すること（Cookieの使
用など）

広告
およびマーケティング
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ビジネスにおいて

倫理的ですか。
2.1 - 同僚からボディローションのマーケティング企画書を見
せられましたが、それは極端に瘦せた若いモデルを使ったも
のでした。私は趣味がよくないと思ったと同時に、若い少女
達に不健康に細い体型への憧れを募らせ、無理なダイエット
を助長していると、会社が非難を受けることになるのではな
いかと思いました。彼女は、私が過剰反応していると言い、
また、このア一トワ一クはすでに承認を得るために送付済み
だとのことでした。私に何かできることはあるでしょうか？

私たちの広告および販売促進は、対象となる消費者に対して
最大のインパクトを与えるようにデザインされています。そ
のため、私たちはそれが伝達する、あるいは伝達すると思わ
れる全てのメッセージについての責任を負わなければなりま
せん。若い女性の間に摂食障害に関する懸念やそれに関連す
る健康被害の危険性が高まっています。私たちは、子供向け
の日焼け止めなどの特定の広告を除き、故意に 16歳未満のモ
デルまたは明らかに重い摂食障害があると思われるモデルを
使用することはありません。また、私たちはドラッグの使用、
飲酒、喫煙を促進する広告も避けています。あなたは、別の
人の意見を聞くよう同僚に勧めるべきです。上司にこの問題
を持ちかけても構いません。

2.2 - 整髪剤の広告でモデルが人毛のかつらを着用し、モデル
の肌にはシミがあるため、その写真をフォトショップで加工
するつもりです。これは宣伝文句の誠実さを考えると、容認
できることですか？

時には技術的な観点からレタッチ作業は必要ですが、広告さ
れている製品のパフォーマンスについて誤解を与えてはなり
ません。これは整髪剤の広告であり、髪の量に関するもので
はないため、人毛のかつらの使用は容認できます。使用され
るかつらが本物の人毛から作られており、広告されている製
品で染髪またはスタイリングされていることが重要です。た
だし、かつらを作るために使用された人毛の入手先は時とし
て議論の的となることがあるため、注意してください。

2.3 - 新商品のためのマーケティングプログラムを考案中で
す。研究開発部のマネージャーは「シワを減らす効果がある」
を言っただけでしたが、上司はそれを「シワを無くす効果が
ある」と言うように、と伝えてきました。私にはこれが完全
な事実ではないことが気にかかります。どうしたら良いで
しょう？

私たちは、国際商業会議所の「広告とマーケティングコミュ
ニケーション慣習規範」および欧州化粧品工業会の「責任あ
る広告とマーケティングコミュニケーションに関する憲章お
よび指針」に沿って行動しています。誇大な宣伝文句を用い
て製品を多く売ろうとする行為は不正であり、顧客に不信感
を与え、誇大広告と見なされる可能性があります当該商品が
シワを無くすことがないなら、そのように表現してはいけま
せん。

2.4 - 製品にはヘキサクロロフェンが含まれていないという事
実を広告に盛り込みたいと思っています。もっとも、この成
分の使用は法律で禁止されているので当然のことですが、消
費者には効果的でしょう。ただ、この主張はぎりぎりのとこ
ろと考える同僚もいます。正しいのはどの意見でしょうか。

ある特定の性質が単に法令遵守によるものである場合、その
性質が含まれていることが当社製品の特質であるように信じ
させるようなことをすべきではありません。消費者の誤解を
招く恐れがあるためです。あなたの同僚の意見が正解です。

2.5 - 私は宗教的な背景において行われる広告に関わってい
ます。この広告がターゲットとしている消費者は、おそらく
その刺激的なスタイルを気に入ることと思われますし、私の
国ではこの広告がだれかの感情を損なうことはないと思いま
す。しかし、その広告がいささか際どい状態にあると感じて
いる外国の友人がいます。どうしたら良いでしょう？

私たちは、ターゲットとする消費者の視点からだけでなく、
社会全体の視点からもロレアルの広告を評価すべきです。当
社の広告は、ロレアルがターゲットとするマーケットよりも
多くの人々によって見られています。私たちはまた、ロレア
ルの国際的なプレゼンスも顧慮し、ある国においては受け入
れられるとみなされるが、ロレアルが営業している別の国に
おいては極めて衝撃的であるような表現は避けるべきです。
最後に、私たちは、宗教、国籍、文化、少数民族あるいは障
害者を不当に攻撃し、貶め、または軽視すると判断される可
能性がある映像、象徴あるいはテーマを使用すべきではあり
ません。この宣伝の妥当性を決定する前に客観的な意見を（具
体的には委員会を設置して）集め、この宣伝広告がどう解釈
されるかに注意するのが最善でしょう。

2.6 –女児向けラインの新規展開を検討している子供服の有
名ブランドから、一定量以上の購入者への景品として使用す
るリップグロスの購入提案がありました。これは素晴らしい
チャンスではないでしょうか？

児童の性的早熟化（early sexualisation of young children）
に関する議論が活発化しつつあります。児童は大人のまねを
したい、特にメーキャップと香水でドレスアップをして楽し
みたいといつも思っていますが、私たちは、それはゲームに
とどめるべきであり、そのため、衛生用品や日焼け止め製品
を除いては児童の化粧品の日常的使用を奨励すべきではない
と考えています。したがって、児童をターゲットとした目的、
テーマあるいはイベントと当社のブランドを関連させること
を回避することがベストです。例えば、当社は「ミニ・ミス
○○」タイプのコンテストに製品を供給しません。

連絡先：広告またはマーケティングについて不安がある
場合、一人で抱え込まないようにしてください。上司、
法務ディレクター、人事マネージャーまたは倫理担当者
に話せば、サポートを受けられます（「懸念事項がある
場合：オープントーク」の章も参照してください）。
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必須事項
+  オープンな相見積りに基づいてサプライヤーを選定する
こと；全てのサプライヤーの提案を公平に比較および検
討し、えこひいきのないようにすること

+  相見積りの過程を透明にし、選定に漏れた業者に公正で
気配りのあるフィードバックをすること

+   営業地にかかわらず全てのサプライヤーに対して、ロレ
アルが期待する倫理的内容を理解してもらい、尊重して
もらうように徹底すること

+   ロレアルの期待値を満たすようにサプライヤーを支援す
ること

+   注文した商品が配達されなかったなどの正当な理由がな
い限り、サプライヤーには、支払期日に、合意内容に従っ
て支払いを行うこと。

+  サプライヤーがロレアルとのビジネスに過度に依存しな
いようにすること

+  サプライヤーの機密情報を私たちのものと同様に保護す
ること

禁止事項
-  サプライヤーに不正な条件を課すこと（支払や締め切り
などに関して）

-  ロレアルの期待値を繰り返して満たしていない、または
当社の倫理原則を尊重していないサプライヤーとの取引
を継続すること

倫理的ですか。
3.1 - 私は、事務用品の新たなサプライヤ一を探しています。
最初に連絡を取った業者は、サービスは高品質ですが価格が
高いのです。二番目の業者は、サ一ビスはさほどよくありま
せんが安いのです（彼がロレアルとの取引をまとめようとし
て大幅にディスカウントしたのが主な理由です )。最初の業
者の価格を下げさせるために、二番目の業者が見積もった額
を伝えてもいいでしょうか？

あなたが最初の業者に対して、他の業者の価格のほうがより
良いと伝えることは可能ですが、二番目の業者の情報を明か
すべきではありません。さもないと、最初の業者に彼の競合
会社の価格情報を与えてしまうことになります。それは、非
倫理的であり、また、多くの国々おいては法律に違反します。

3.2 - 非常に良いサプライヤ一を見つけましたが、彼はまだ事
業を始めたばかりで、今のところロレアルが唯一の顧客とな
ります。この業者を使用してよいでしょうか？

はい。このサプライヤーがビジネスを始めるのを手助けしな
い理由はありません。しかしながら、あなたは、この業者と
は暫定的な契約書を結び、彼が別の顧客を一定期間内に獲得
する義務を負っていることをこの業者に告げるべきです。こ
のサプライヤーが本当に優秀であるならば、この規定は問題
にはならないはずです。契約の満了時にこの業者がそのよう
にできなかった場合、サプライヤーを替えることを考慮すべ
きです。

3.3 - ある人物から秘密裏に、私たちの海外サプライヤーの一
つが強制労働の疑いにより調査を受けているという話を聞きま
した。この件についてそのサプライヤーからは全く連絡はあり
ませんし、前回の視察時には何も問題は見られませんでした。
この噂は無視するべきでしょうか？

いいえ。あなたは、まずサプライヤ一にその情報について質
問し、調査をしなければなりません。疑惑が晴れない場合、
このサプライヤーをロレアルの社会監査プログラムに含める
ことを検討してください。当プログラムには、雇用慣行、労
働条件、およびその他の問題に関連する事実を検証するため
に外部監査官を送ることなどが含まれます。監査が改善範囲
を明らかにした場合、私たちは、この業者に是正措置計画を
知らせ、これに彼を同意させるように努めます。もちろん、
すぐに改善することができないと私たちが考えるような、当
社の基準についての著しい不遵守がある場合、または業者が
改善を行わない場合は、その業者との関係を終わらせなけれ
ばなりません。

 詳細情報 :
「サプライヤーとの取引における倫理規範（"The Way We Buy")」
および「サプライヤー／下請業者および児童労働」を参照してくだ
さい。

連絡先：サプライヤーの選定および対応にかかわる問題
がある場合は、黙っておかないで、各自の所属マネージ
メント、購買マネージャー、人事マネージャー、または
倫理担当者などに相談してください。サポートを受けら
れます（「不安があります：オープントーク」の章も参
照してください）。

ロレアルとそのサプライヤーの関係は、商品およびサービスの購買や配送といった枠を超えて広きにわたります。それは私
たちのビジネスの長期的な成功に不可欠なものです。私たちは、サプライヤーといかに良好な関係を築けるかによって判断
されます。特に、私たちは、どのようにサプライヤーを選定するか、そして、そのサプライヤーが責任をもって業務を遂行
しているか、によって評価されるでしょう。
私たちは、互いに協力的でオープンな方法でサプライヤーと取引を行っているというわが社の定評に誇りを持っています。
こうした関係は、公平、公正、忠誠の原則に基づいており、私たちはサプライヤーの独立性と個性を尊重します。ロレアル
は、優位に事を進めるために市場での地位を利用することはありません。
 

サプライヤーの選定
および公正な対応
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私たちは、競合会社を含む、業界内の関係者全てを尊重します。私たちは、自らもそのように接して欲しいと思うやり方で
業界関係者に接します。私たちは、化粧品業界のリーダーであるが故に、業界において模範を示すことへの大きな責任を負っ
ています。
ビジネス慣行の評判が良い業界で働くことは、私たちの利益につながります。それにより、私たちの仕事をより円滑に進め、
顧客の信頼を強化することができるからです。価格、コス卜、マーケティングプランなどのいかなる情報もそれを競合他社
と共有することは、再販売価格維持、市場分割などの自由市場の操作および歪曲につながる恐れがあります。多くの国々お
いて、この分野においては私たちが意識し、遵守しなければならない非常に厳格な法律があります。
 

ビジネスにおいて

必須事項
+  “競合会社に関連し、また法律上彼らあるいは第三者のみ
に帰属する権利性または機密性のある情報を、不用意に
受け取ったり使用した場合には、直ちに所属マネージメ
ントに報告すること

+  競合会社の供給源を絶つ措置をとることは慎むこと

+   新規採用者に、彼らが以前働いていた競合会社の機密情
報をロレアルに提供させることは、決して行わないこと

+  競合会社に関する全ての中傷的な発言（彼らの製品に関
する虚偽の陳述を含む）を慎むこと

禁止事項
-  機密情報が話題にされる場においては、競合会社との接
触をもつこと

-   競合会社との契約に違反するように、顧客あるいはサプ
ライヤーに働きかけること

-   法務部の事前の許可なく、排他的な取引協定（すなわち、
当該会社にロレアルのみと売買することを要求する契約）
を結ぶこと）

-  非合法な手段を通じて競合情報を収集すること、競合情
報の収集の際に、自らをロレアル社員であることを明ら
かにしないこと

-  他の製品あるいはサービスを抱き合わせまたはセットに
する契約（例えば、ある商品を求める買い手に対し二つ
目の抱き合わせ商品を買うように要求する契約）、あるい
は事前に法的アドバイスを受けることなしに自社製品の
占有率リベートを供与する契約を押し付けること

-  当社の顧客の価格政策に影響を及ぼすこと

倫理的ですか。
4.1 - 最近参加した見本市で、競合会社の営業担当者と出会い
ました。バーで飲みながら、彼は、複数の主要商品の値上げ
を近々行うことになっている、と言いました。これは本当に
有益な情報です！最大限に利用するためにはどこに報告する
べきでしょうか？

私たちは競合会社と、価格あるいは入札情報について共有
または交換を行っていません。これには、価格政策、値引
き、販売促進、ロイヤルティ、保証内容、および販売条件を
含みます。競合会社がそういった情報を進んで提供してきた
場合、その会話を慎重かつ速やかに終わらせて、所属マネー
ジメントおよび法務部に報告してください。もちろん、この
情報を誰とも共有すべきではありません。それは他意のない
会話だったのかもしれませんが、それでも、再販売価格維持
あるいは談合を招く恐れがあり、また非倫理的であると同時 
に、殆どの国において違法です。

4.2 - ロレアルは、全国業務用化粧品協会に加盟しており、私
はロレアルを代表して、そのコマ一シャルコミッティ一の委
員を務めています。コミッティ一の月例会の後に、有名競合
会社の代表である委員から、コミッティ一メンバ一を集めて
レストランに行き、個人的なつながりを強めたり、「オフレコ」
で話し合ったりするのはどうか、との提案を受けました。ど
うしたら良いでしょう？

この招待を受けてはいけません。そして直ちに法務部に連絡
してください。私たちは、そういった「オフレコ」ミーティ
ングについて協会に対し警告する義務があります。競合会社
との接触はあくまでも例外的なものであり、一般的で、機密
性がなぐ非戦略的なトピックに限定されるということを忘れ
ないで下さい。競合会社との非公式な接触、および社交的な
イベントも厳重に避けてください。承認された公式な競合会
社との接触の際に、機密性の高い問題が話し合われていると
気づいた場合には、そのミ一ティングを中座し、あなたがミ
一ティングを数分間中座したという事実を記録に残すように
してください。

4.3 - 有力競合会社の一社が新製品を近々発売するとの情報を
得、それはわが社の販売およびマーケティング戦略に深刻な
影響を与えるであろうと思われます。よって、いかなる手段
を用いても、さらなる情報を入手しなければなりません。こ
れは極めて重大な問題ですので、誰かを雇って彼らのゴミを
調べさせ、どのような販売戦略なのかを知る手がかりを探し
出してもいいでしょうか？

これは完全に非倫理的な行為であり、ロレアルという企業の
品格を著しく損ねる恐れがあります。私たちはそのような行
為には決して関わってはいけません。私たちは、合法的手段
を通じてのみ競合情報を収集することができます。合法的手
段とは、競合会社製品を調査すること、また、販売促進パ ン
フレット、アニュアルレポート、見本市での展示、個別企業
の情報を開示しない総合的な業界デ一夕などの公に利用可能
な情報源の使用を含みます。

公正な
競争
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4.4 - ある顧客を訪問中に、彼が当社の競合会社の推奨価格と
その新発売計画についての情報を私に与えてくれました。私
は、この顧客にこれらの販売計画の店舗内の段取りについて
の情報を聞くことはできますか？

直接に当社の競合会社からか、あるいは間接的にすなわち当
社の顧客を通じてかにかかわらず、当社の競合会社の非公開
の情報（価格、製品新発売、市場シェア、広告予算等）を収
集すべきではありません。そうすることは、ロレアルと顧客
の双方にリスクをもたらします。

4.5 - 六ヶ月前、競合会社で働いた経歴のある人を採用しまし
た。その競合会社で、彼女は、私たちの主要分野において非
常に有益な研究の専門知識を得ていました。実のところ、そ
の経験が彼女を雇った主な理由の一つなのです。言うまでも
なく、彼女が機密情報を私たちに渡すことのないよう、私は
最大の注意を払ってきています。しかし、機密情報には期限
があり、それが過ぎれば彼女はその知識を自由に誰かと共有
していいのではないでしょうか？さもなければ、この機密保
持義務を負い続けることになると思うのですが。

いいえ。機密情報保持のための期限は存在しません。あなた
が採用を決めた理由は、彼女のスキルよってであり、過去に
競合会社で行った研究によるものではなかったはずです。機
密情報を渡すようにとの重圧を感じたり、渡したりしたくな
ることのない別の部署に、彼女を配置換えすることが適切で
あると言えるかもしれません。

 詳細情報 :
「公正競争に関する倫理および法律ガイド ("The Way We 
Compete")」を参照してください。

連絡先：広告やマーケティングについて不安がある場
合は、黙っておかないで、各自のマネージャー、法務
部長、人事部長、倫理担当者などに相談してください。
サポートを受けられます（「懸念事項がある場合：オー
プントーク」の章も参照してください）。
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化粧品業界のリーダーとして、私たちは、利害の対立に特別に注意しなければなりません。私たちは皆、個人の利害がロレ
アルの利害と対立するような状況を避けなくてはいけません。
対立が表面化するだけで、私たち個人への評価ばかりでなく、ロレアルの世評をも汚す恐れがあります。いかなる対立ある
いは潜在的な対立を処理するための鍵は、すべての事実の完全な開示です。それにより、全面的に適切な調査をすることが
できます。
 

必須事項
+  私たちの判断および行動に何らかの影響を与える可能性
がある利害の対立がある場合（例：家族がサプライヤー
で働いているなど )、 あるいは、ロレアルにおいて他社と
の取引関係に影響を及ぼす役職にある場合、競合会社、
顧客、サプライヤーその他のビジネスパートナーを含め
たいかなる組織に対しても、兼務、関与、または投資を
有しているときは、所属上長に報告すること

禁止事項
- いかなる利害対立についての情報を隠すこと

倫理的ですか。
5.1 - ある同僚の従兄弟がわが社に入社し、また私の学生時代
の友人が同じ部署で働くことになりました。こうした場合、
利害の対立が生じる恐れがあると周囲の人は考えるのではな
いかと心配しています。これらの方針は近親者のみに適用す
るのでしょうか？

答えは単純です。そういった関係があなたの客観性に影響を
与える可能性がある場合、この方針を適用して解決するよう
してください。ある人物の家族あるいは友人がすでにロレア
ルで働いているという事実は、その人の入社候補者としての
価値には何ら関係ありません。むしろ、第三者によって厳格
な人事考課が行われるよう万全を期し、さらに状況を継続的
に監視して、客観性と公正性を維持しなくてはなりません。

5.2 - 私は、あるロレアルのサプライヤーの業務品質にとても
感銘を受けており、その会社に投資したいと思うようになり
ました。そうすることで利害の対立が起こりますか？

あなたの関与は金銭的なものに限られるとはいえ、ロレアル
でのあなたの地位、あなたの持つ購買決定における影響力、
あなたの投資額、および当該会社からみてのロレアルの重要
性次第では、利害の対立が生じると言えるでしょう。容認で
きるかどうか判断する唯一の方法は、所属上長に相談して、
オープンに話し合うことです。

5.3 - 私の息子が地元でなかなか良いホテルを所有しており、
地域の会社の多くがランチや会合などに利用しています。わ
が社のイベントにもうってつけだと思われるのですが、料金
や品質を他とよく比較した上でならば、そのホテルを予約す
ることに何も支障はないのでしょうか？

料金や評判を比較した上でならば、そのホテルを利用するこ
とはおそらく問題ないでしょう。しかしながら、あなたがこ
の件について相談してくること自体、明らかに利害関係の存
在が見てとれ、適切ではないと思われます。ご親族が、現在
の、もしくは将来そうなる見込みの高いサプライヤー、また
は他のビジネスパ一トナ一で働いているといった場合は全て、
その事実について所属上長に報告するべきです。そうすれば、
あなたが気まずい立場に置かれないよう、上司は必要な措置
を取るでしょう。

5.4 - 私は、就業時間外に全国消費者協会の副会長として活動
しています。この職務について何年にもなります。最近、協
会がある法改正についてロビー活動を計画していることを知
りました。それによりロレアルにとって不都合が生じるかも
しれません。どうしたら良いでしょう？

ロレアルは社員のプライバシ一を尊重し、社員が協会や慈善
団体などを通して社会に貢献することを肯定的に受け止めて
います。しかし、ロレアルと利害が対立する可能性があると
思われる場合には、そういった団体への所属および関与につ
いて、所属上長に報告すべきです。あなたの上司または人事
マネージャーが、あなたのとるべき適切な行動について指示
します。このケースについては、あなたの協会の他のメンバー
に対しても全てを知らせ、その特定のロビー活動へのいかな
る関与からも手を引くべきです。

5.5 - 私の妻は、ロレアルの競合会社で働いています。私たち
は家で仕事の話はしませんし、妻の職場や職種はロレアルと
は一切関係ないと思っています。それでも私の同僚の何人か
は、私が疑いを招きやすい状況にあると示唆しています。ど
うしたら良いでしょう？

この件は、利害の対立が表面化する可能性があると思われま
す。あなた自身とわが社の両方を守るために、所属マネージメ
ントあるいは人事マネ一ジャーに事実を開示しなければなりま
せん。加えて、夫婦の間でも双方の会社の機密情報を確実に守
るよう万全を期すべきです。

ビジネスにおいて

利害の
対立
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5.6 - 私の同僚が、最近彼の部下と交際しています。彼らは職
場においてかなり慎重を期していましたが、それでもついに
周囲に気づかれてしまいました。私は、表向きは知らないこ
とになっています。いろいろな噂も立ち始めました。もちろ
ん、私は、えこひいきの徴候などがないかをしっかり監視し
ているつもりです。その一方で、交際が破綻して剣悪な事態
となったらどうしよう、という心配もあります。何か対処す
るべきでしょうか？もしそうなら具体的にどうしたらよいで
しよう？

これは非常に神経を使う状況です。ロレアルでは、社員の私
生活を尊重しており、したがって彼らの恋愛関係を知る必要
はありませんし、知りたいとは思いません。しかしながら、
一方が相手方に報告する、すなわち、あるいは相手方に対し
て権限を行使できる、または支配する立場にある場合には、
二人の職業上の関係に正当な関心を有しています。この件の
現在の状況は適切とは言えません。なぜなら利害の対立が存
在するからです。部下と恋愛中である場合、上司はその部下
を客観的に判断できなくなる恐れがあります。この件は、所
属マネージメントまたは人事マネ一ジャーに相談するべきで
す。理想的には当該社員のうちの一人の配置換えを行うべき
ですが、巧みに対処することが必要です。また、事情によっ
ては、セクシャルハラスメントの問題も混在する可能性があ
ります。

5.7 - ロレアルの社員も個人的な美容ブログをもつことが可能
ですか ?

ロレアルの社員は、ロイヤルティの理由によりわが社の製品
を批判することができず、また、フェアプレーではないため
競合他社の製品を批判することもできないので、この種のブ
ログに参加することは難しいように思われます。これらのブ
ログは、本当の消費者の意見を表示する場合のみ、興味深い
ものになります。私たちは、自分たち自身を批評にさらされ
たまま放置してはならず、議論に影響する、または透明性が
不足していると非難されてはなりません。

 詳細情報 :
「家族と友人の雇用」の政策をお読みください。

連絡先：利害の対立について懸念がある場合は、黙って
おかないで、各自のマネージャー、人事部長、倫理担
当者などに相談してください。サポートを受けられます
（「懸念事項がある場合：オープントーク」の章も参照し
てください）。
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贈り物および接待のやりとりは、理解を深め、職場関係を改善する手助けとなるものですが、その一方で、個人的利益と業
務上の責務との間で利害の対立を引き起こす可能性もあります。贈り物または接待を受けるまたは供与する場合、「基本原則」 
は、上司に完全に開示すること、理にかなった限度の範囲内にとどまること、および常に世間一般からどのような受け止め
方をされるか自分に尋ねることです。
 

必須事項
+  贈り物および接待は全て、適切で、ロレアルの倫理原則
に沿うものであることを確認すること

+  新たな取引関係を築く際には、ロレアルの贈り物および
接待のガイドラインを関係者全員に周知徹底させること。
同様に、この件に関するビジネスパ一トナ一の方針につ
いても情報を得ること。これは、あらゆる誤解の回避に
大いに役立ちます

+  受け取った贈り物あるいは招待状については全て、直ち
に管理職に報告し、必要に応じて、内部開示手続きを尊
重してください

禁止事項
-  贈り物および接待を受け取ること（明らかに価値としてさ
さやかなものは、この限りではありません）

-  現金の贈与を受け取るまたは提供すること

倫理的ですか。
6.1 - ロレアルのお客様に、私が行けなくなったコンサートの
チケットを差し上げてもいいでしょうか？

ロレアルの誰かが同席して、そういった外出により顧客とビジ
ネスを行えるようにしなくてはなりません。サプライヤーから
接待を受ける場合も同様のル一ルが適用されます。ビジネス関
係のために、その接待が妥当で、一般的で、慣習的であり、か
つ提供者側が同席する場合のみ容認されます。

6.2 - 私たちは今しがた新規顧客と重要な取引を成立させまし
た。営業マネージャーは、この取引成立のお祝いにお客様を
クラブにお連れしようと提案しました。私もそれは良いアイ
ディアだと思ったのです。そこがストリップクラブであると
分かるまでは ---。私はこの種のエン夕一テイメントを提供す
ることに、とても不快感を覚えます。私が過剰反応しすぎな
のでしょうか？

顧客への接待は、妥当であると同時に好ましいものでなければ
なりません。この種のクラブは「ロレアルスピリット」に反す
るばかりでなく顧客を非常に不愉快な気分にさせる可能性があ
ります。営業部の誰もが、そんな接待は悪趣味と考えることは
言うまでもないでしょう。あなたは営業マネ一ジャーに、他に
もっと適切なオプションを見つけるよう勧めるべきです。長い
目で見て、そのほうが会社に良い結果をもたらすでしょう。

6.3 - サプライヤーが、廃盤製品の処分につき、私個人に 15%
の割引をオファ一してきました。受けてよいでしようか？

ロレアルによってサプライヤーと同意された例外的な割引を
除き、サプライヤーから提示されたいかなる割引も所属上長
に知らせる必要があります。

6.4 - 仕事の一環として、数多くのビジネスミーティング、出
張、会議などの手配をします。今回、社員用に頻繁に部屋を
予約しているホテルから、私の両親の結婚記念日のために無
料週末宿泊を提供してくれるとの親切な申し出がありまし
た。受けてよいでしようか？

いけません。たとえあなた自身がその贈り物の恩恵にあずか
る訳ではないにせよ、その申し出を受けることにより、今後
ロレアルのためにホテル宿泊を手配する際に公平に行うこと
が困難になります。そのような利害対立が見受けられること
さえ不適切であり、この申し出は丁重にお断りし、何故そう
するかを明らかにすることで、そうした問題が生じるのを回
避すべきです。

6.5 - サプライヤーが今しがた大量の自社製品を持ってきてく
れました。それほど高価な金額のものでないことは分かって
います。ですから、受け取っていい、あるいは受け取るべき
でしょうか？

しかし、この場合においては、あなたはサプライヤーの好意
に感謝の意を伝えながらも、贈り物は丁重にお断りしてくだ
さい。贈り物や招待は、それがささやかで形ばかりの場合の
み受け取ることができます。例えば、サプライヤーの会社ロ
ゴの入った品あるいはチョコレートの箱詰めなどは受け取っ
て構いません。あなたが断ることでビジネス関係に悪影響を
及ぼすと思われる場合には、所属マネージメン卜にアドバイ
スを仰いで、贈り物への適切な対処法を見つけてください。

6.6 - 棚のスペースを増やすように顧客と交渉しています。私
の担当者は当社の提案を検討することを拒んでおり、競合他
社のほうが彼に対してより親切だと主張しています。彼は贈
り物を贈ってほしいのだろうと私は思っているのですが、彼
からは特に何も依頼してきていません。

疑問を所属上長に伝えてください。顧客の会社が社員にその
ような類の行為を勧めるとは考えにくいため、顧客の上長と
話し合う必要があるかもしれません。いずれにしても、衝動
に駆られて行動してはいけません。顧客との健全な交渉は、
顧客の社員に贈り物を贈れるかどうかではなく、当社の製品
の品質や価格政策に基づいて行われます。

 詳細情報 :
あなたの地域の贈与および接待方針とともに、「The Way We 
Buy」および「腐敗防止における私たちのありかた ("The Way 
We Prevent Corruption")」をお読みください。

連絡先：贈り物および接待について不安がある場合は、
黙っておかないで、各自のマネージャー、人事部長、倫
理担当者などに相談してください。サポートを受けられ
ます（「懸念事項がある場合：オープントーク」の章も
参照してください）。

ビジネスにおいて

贈り物
および接待
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贈賄は容認できないものであり、さらに、ロレアルスピリットに則るものではないと確信します。それは、私たちが経営す
る地域社会に有害であり、我が社に損害をあたえるものです。贈賄は、我が社が経営しているあらゆる国、特に公共当局の
代表者が関係している国では、禁じられています。贈賄に関して、私たちにはゼロ・トレランス政策があります。それには
「利益供与」を含みます。これは、法令に基づく所定の政府の行為、例えば認証の発行や税関に保管された商品の通関などを、
確実にするあるいは早めるために用いられる資金のことを指します。
 

必須事項
+  ビジネス・パートナー および仲介者に、私たちの基準を
周知徹底すること、特に、ビジネス・パートナー および
仲介者が贈収賄の危険性が高い国で我が社を代表してい
る場合、その基準の尊重に専念していることを確認する

+  我が社の贈賄防止方針に反する可能性のある何らかの行
為に気付いた場合には、直ちに、上司およびカントリー
マネージャー（現地社長）に知らせる。または会社スタッ
フもしくは地域スタッフ、グループの役員会のメンバー
に報告する

+  ロレアルの社員または代表者への即座の危害を避けるた
めに、恐喝または恐喝未遂、すなわち現金の支払または
高価な物の供与が避けられない状況にある場合、直ちに
カントリーマネージャー（社長） に報告し、または会社ス
タッフもしくは地域スタッフ、グループの役員会のメン
バーに報告し、その要請を完全に書面化するように徹底
すること

禁止事項
-  利益供与金を含む現金または価値のあるもの（贈り物お
よび接待を含む）の提供を、公共団体の代表者、政党、
または政治家、労働組合、もしくは労働組合の関係者に
申し出る、約束する、または行なうこと

-  金銭または価値のあるもの（贈り物および接待を含む）
の提供を、ロレアルのために何らかの利益を公共団体の
代表者、政党、または労働組合から得る目的で、慈善団
体または同様の組織に申し出る、約束する、または行な
うこと

-  利益供与金を含む現金または価値のあるもの（贈り物お
よび接待を含む）の提供を、彼らの会社への忠実義務へ
の違反に導く恐れのある別の会社の社員または代表者に、
申し出る、約束する、または行なうこと

-  私たちをロレアルへの忠実義務違反に導く、または取引
関係に影響するものと認識される恐れのある現金または
価値のあるもの（贈り物および接待を含む）を受け取る
または請求すること

-  私たちが直接行なうことを認められていないか、認めて
こなかった何かをするために、決して第三者を使っては
なりません。これは、当社のコンサルタント、下請け業者、
代理店、およびビジネスパートナーの選択および監視に
は、細心の注意を払う必要があることを意味します。

倫理的ですか。
7.1 - 他国の政府から義務付けられている全ての必要許可証
の取得を促進するために、地元の「コンサルタント」を雇
うべきだと言われました。そのコンサルタントは高額な報
酬を要求し、「プロセスをスムーズに進めるため」の資金と
して用いると言っていました。実際にはその金の行方を私
たちは知らないわけですが、これについて懸念を示すべき
でしょうか？

はい。エージェントの不適切な行動が疑われる場合には、不
適切な資金供与が、これまで、そして現在も行われていない
と判断するまでは、そのような報酬や金額を支払ってはいけ
ません。

7.2 - 新オフィスを開設中ですが、地域当局が電話線をひく
前に小額のチップを要求してきました。支払うべきでしょ
うか？

いいえ。そのチップの支払いが正規の設置費でない場合、支
払う必要はありません。

7.3 - 私は、新規のお客様に弊社製品を供給する手続き中です。
このお客様のために働くコンサルタントが、私に連絡してき
て、このお客様に関する機密情報を私に提供することによっ
て、彼は私を助けることができると話しました。

あなたは、この申し出を拒否し、上司に報告する必要があり
ます。おそらく、あなたのお客様に、第三者がお客様の機密
情報をあなたに売ろうとしていることを話すことも必要で
しょう。

 詳細情報 :
「腐敗防止における私たちのありかた ("The Way We Prevent 
Corruption")」をお読みください。

連絡先：贈収賄および利益供与について不安がある場合
は、黙っておかないで、各自のマネージャー、内部管理
責任者、財務担当重役、法務部長、購買部長、人事部長、
倫理担当者などに相談してください。サポートを受けら
れます（「贈り物と接待」の章および 「懸念事項がある
場合：オープントーク」の章も参照してください）。

贈賄
および利益供与
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情報は、貴重なものです。公式な認可なしで 内部情報を開示すると、価値の喪失をもたらし、ロレアルに不利益をもたら
す恐れがあります。私たちは、全員、内部情報の保護を徹底し、この問題に関する当グループの規則を厳守しなければなり
ません。ビジネスパートナーに帰属する機密情報にアクセス可能な社員も同様に、それらの情報を漏洩から保護する義務を
負います。
 

必須事項
+  ロレアルの利益に貢献する、合法的に「知る必要がある」
人々にのみ内部情報の開示を制限すること

+  情報管理に関するグループの規則を常に最新のものにす
ること

+  紙面、および電子媒体の両方の社員、お客様、サプライ
ヤーと顧客間の情報が確実に安全に保管されているよう
にすること

+  内部情報を、ロレアル外部の第三 者（すなわち私たちの
家族、またはソーシャルメディアを利用する場合など）
と共有する前に、通信する権利のある内容であることを
確認すること

禁止事項
-  会話が立ち聞きされる、あるいはデータが危険にさらさ
れる可能性のある公共の場で、機密情報についての 話し
合いまたは業務を行うこと

-  元社員の内部情報を開示すること

-  ロレアルを退職する際に、何らかの内部情報（原本のあ
らゆるコピーを含む）を保持すること

倫理的ですか。
8.1 - 友人たちから、ロレアルでの私の仕事についてよく質問
されます。彼らは好奇心旺盛で、どんな成分が製品中に入っ
ているか、そして発売準備中の新商品について知りたがりま
す。言うまでもなく、私はその答えの大部分を業務を通じて
知っているのですが、どの程度話してもよいのでしょうか？

公には入手不可能で、社員であるがゆえに有しているあらゆ
る情報（書面、電子、口頭あるいは他の形態）は、機密とし
て扱うべきです。そうした情報を漏らすことは、信頼のおけ
る友人に対してでさえ、適切ではありません。それにより、
ロレアルの利益が損われる危険があるからです。

8.2 - 今日、私たちは、このデジタル革命でコミュニケーショ
ンがより簡単で無限になった世界に住んでいます。これは、
私たちの倫理規約の機密保持原則に異議を唱えるものです。

デジタル世界では、機密保持を確実にすることはますます困
難になっていることは事実ですが、だからこそいっそう重要
になっています。この問題、すなわち、ソーシャルメディア
および情報通信技術の適正使用に関するグループの規則に誰
もが通じているかどうかにかかっています。

8.3 - 先日、私は見込み客をミ一ティングへと案内していま
した。ミ一ティングルームに向かう途中で、同僚のオフィス
の側を通りかかりました。ドアは開いており、彼は他のお客
様とスピ一力一フォンで価格条件について話していました。
丁度我々が通り過ぎた時、彼がある特別価格を提示してい
るのが聞こえ、その会話は全て私のお客様の耳にも入って
しまったのです。彼はもっと注意を払うべきではないでしょ
うか？

私たちは皆、情報の機密性を守るために、職場内においてさ
えも、必要な措置をとらなくてはなりません。例えば、常に
机の上の整理整頓を心がける、離席時はファイルを鍵の掛か
る場所にしまう、パスワードを定期的に変える、スピーカ一
フォンを使用する時には注意を払う、などです。誰が近くを
通るか分かりませんし、それに社員の間であっても、取引上
の機密性の高い情報は「知る必要がある」場合のみ共有する
べきです。

8.4 - ロレアルを退職した私の同僚が、まだ自宅にロレアルの
内部書類があることに気が付いたと私に話しました。彼にど
のようなアドバイスをすることができますか。

それらの書類がコピーならば、彼にそれらを破棄するように
頼まなければなりません。それらが原本ならば、当該の情報
を受け取る権限を与えられたロレアルの社員に送らなければ
なりません。正しい措置を取ることを確認するために上司に
報告してください。

 詳細情報 :
詳細情報 :サプライヤーとの私たちの関係については「サプライ
ヤーとの取引における倫理規範 ("The Way We Buy")」をお読
みください。また、私たちの競合他社およびお客様との関係につ
いては「公正競争に関する倫理および法律ガイド ("The Way We 
Compete")」をお読みください。

連絡先：秘密保持について不安がある場合は、黙ってお
かないで、各自のマネージャー、人事部長、倫理担当者
などに相談してください。サポートを受けられます（「懸
念事項がある場合：オープントーク」の章も参照してく
ださい）。

ビジネスにおいて

機密
情報
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必須事項
+  ロレアルにとっての最大の利益を心掛けて行動する こと

+  ロレアルの倫理的原則をプロフェッショナルな行動と言葉
づかいで示すこと

+  個人の見解または個人的な利益と会社の見解または利益と
の間に混乱がないこ とを確実にすること

+  同僚および職場についての意見を能力開発サイト（例えば
Linkedin）で述べることを避けること。

+  職業上の活動の一部としてソーシャル メディアを利用する
場合には、常に、自分自身がロレアルの社員であることを特
定すること

+  インターネット上では、「秘密」または「プライベート」な
ことは何もないことを、常に念頭におくこと

+  ロレアルまたはそのブランドの 1つに関するいかなるデジタ
ル通信も、常に、必ず十分な準備を経ているものであること

禁止事項
-  正当な権限なく、ロレアルの代表として話す、書く、または
何らかの関与をすること

-  自分の専門外の題目について話すあるいは書くこと

-  個人的見解を表す際、または個人的用件に、ロレアルのレ
ターヘッドまたは電子メールアドレスを使うこと

倫理的ですか。
9.1 - 同僚のブログにアクセスしたところ、彼がロレアルの
経営に関する個人的見解を述べているのを見つけました。
彼はロレアルの社員だとは書いていませんが、「最大手の化
粧品会社で働いている !」といった他の記述から容易にそれ
が推測できました。本件について彼に忠告するべきでしよ
うか？

ブログは表現媒体として人気が高まりつつあります。ブログ
に参加する場合、社員は自分自身の個人的見解を表現してい
るのだということをはっきりと認識すべきであり、それらが
ロレアルの見解であると誤解されることがないよう、必要な
予防策を全て講じるべきです。自分の行動がいかにロレアル
の利益に反しているか彼は理解していないかもしれないの
で、この問題についてはまず本人に提起してみてください。
必要があれば、上司に相談してもよいでしよう。

9.2 - 私たちのチ一ムは、会議場併設ホテルへの宿泊とディナ
一を伴う会議に参加しました。ディナ一の際、チームメンバ
一の一人が許容範囲を超えて泥酔して態度が悪くなり、下品
なジョークを言ったり、ホテル従業員に攻撃的に突つかかる
ようになりました。彼の行動について何と言ってやるべきで
しょうか？

当該事件は夜間に起こったこととはいえ、あなた方チームは
まだ業務中であり、彼の周りの人々にとって、彼はロレアル
を代表する社員だったのです。彼の行動が容認できないこと
は明らかです。

9.3 - 私は国際会議に参加し、ウェルカム・カクテルの間、ロ
レアルでの私の活動についてもう一人の参加者と話していま
した。その夜遅く、私たちのそばにいた若い女性が、その会
議を取材する報道関係者であったことに気づきました。機密
性の高いことは何も漏らさなかったにしても、私の述べたこ
とがフロントページに載って欲しくありません。

人前では、職業上の立場であれ個人的な立場であれ、報道関
係者と同席しているときには、あなたが話すことは、報道さ
れる恐れがあることを常に念頭におく必要があります。あな
たへアドバイスする方法を知っている最寄りの広報責任者に
連絡してください。

9.4 - 時折インターネット上でロレアルについての誤りだらけ
の情報が流布しているようです。こうした情報を訂正するの
は私の責務でしょうか？

いいえ。もし誤った情報が公に流布している場合には、広報
部にそのことを知らせてください。彼らが必要に応じて措置
をとります。権限を持たない社員は、会社情報あるいは会社
の立場についてイン夕一ネットなどに書き込みを行わないよ
うにして下さい。

9.5 - 私は、初めて、事業者団体の会議に出席します。ロレア
ルに危険を及ぼすことはないと確信するために、どんな手順
を取るべきでしょうか。

法務担当役員と、どんな種類の情報が、自由に議論できる
か確認し、独占禁止法についてオンライン・トレーニング
を受けてください。また、「公正競争に関する倫理および
法律ガイド（“The Way We Compete”）」および「腐敗
防止における私たちのありかた ("The Way We Prevent 
Corruption")」もお読みください。

連絡先：会社を代表することについて不安がある場合は、
黙っておかないで、各自のマネージャー、広報マネー
ジャー、人事部長、倫理担当者などに相談してください。
サポートを受けられます（「懸念事項がある場合：オー
プントーク」の章も参照してください）。

ロレアルの評判は、私たち一人ひとりの行動により 決まります。
 

会社を
代表して
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私たちは皆、プライバシーの権利を有しています。
ロレアルは、社員、消費者、およびビジネス・パートナーを含むあらゆるステークホールダーの個人情報の守秘義務を尊重
することに専念しております。そのような情報は、業務上必要な場合にのみ収集され、保有されます。
 

必須事項
+  個人データを収集する場合、提供していただく人には必
ず、集めている情報の種類、データの利用目的、質問の
問い合わせ方法を知らせておくこと。

+  個人データは必要なもののみを収集すること。

+  不正確なデータや不完全なデータは破棄または是正する
こと。

+  個人データが安全に保管されていることを確認すること。

+  ロレアル内では、個人データは、「関係者以外極秘」で、
必ず権限のある人物に限って提供することを徹底する 
こと。

+  このような個人データについては、収集した現地国以外
の国に転送する場合、事前に法律上の助言を求めること。

+  同僚のプライバシーの権利を尊重すること

+  個人データの収集または使用を委託する可能性のある第
三者には、これら規範を確実に順守させること。

禁止事項
-  「機密」情報（特に健康状態、出身民族、性的性向、政治
的意見、宗教などに関する情報）の収集については、必
ず関係者の同意を得るか、あるいは法的に収集を要求さ
れた場合にのみ実施すること。

-  法的に要求された場合、技術サービスプロバイダーを利
用する場合、または担当者による同意がある場合以外は、
ロレアル外の人物に個人データを提供してはならない。

-  個人情報を、法に定められた期間や業務上必要な期間を
超えて保持すること

-  正当な権限と明確な業務上の必要性なく、個人情報への
アクセスおよび保存すること

倫理的ですか。
10.1 - ロレアルが個人データにアクセスする必要があるのは
なぜですか？

ロレアルは、社員、消費者、株主のさまざまな要望に応える
ために、個人データを収集し使用する必要があります。例え
ば、電子メールアドレスを利用して、消費者、株主、求職者
などに必要な情報を送信します。また、価格を落とす時など
にマーケティング状況を把握する場合や、CRMデータベー
スのために個人データを収集します。従業員の給与やキャリ
アを管理できるようにするため、または法律上または安全上
の理由から、従業員の個人データを使用する必要があります。
新規顧客や新規サプライヤーと仕事をすることになった場合
は、個人データを収集しなければなりません。最後に、個人
情報の収集は、消費者研究時や当社の評価センターにて行っ
ています。

10.2 - 出張中、顧客の個人データを保存した USBキーが入っ
ているスーツケースを盗まれました。残念ながら暗号化して
いなかったものの、「泥棒」がそれをどう使用できるのか分
かったものではありません。

個人データを紛失すると、訴訟沙汰になってロレアルの評判
を傷つけ、データを紛失された人々に悪影響が及ぶ可能性が
あります。このように発生した個人データ紛失による IDの
盗難は、ありふれた事件になっています。したがって、デー
タの紛失に関する社内の規則と手続きを守ることが重要です。
可能な限り、個人データを匿名化するかコード名を使用して
ください。

10.3 - 当社の評価研究について、当社はボランティアに関す
る個人データにアクセスできます。ある一定の情報が、それ
を買いたがる他社の興味を引く可能性があります。私たちに
はそれを売る権利はありますか？

ロレアルでは、活動の一環として収集できる個人情報を全力
で保護します。関係者に事前に知らせることなく、または書
面での同意を求めないで、このような個人情報を使用するこ
とはできません。

10.4 - 消費者に関する情報を他国の代理店に転送する必要が
ある時には、誰にアドバイスを求めるべきですか。

法務部長と連絡を取ると良いでしょう。実際、法律は国によっ
て大きく異なります。また、第三者に個人情報を転送する場
合は、個人データの保護に関する当社の基準を守るため、必
ずその第三者には誓約書に署名させてください。

ビジネスにおいて

プライバシー
およびデータ保護
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10.5 - 当社の消費者担当部門に消費者の方からメールが届き
ました。内容は、当社が保有しているその方の個人情報の内
容を知りたい、そしてその情報を破棄して欲しいといもので
した。私にはそうすべき義務がありますか？

あります。消費者からマーケティング目的で個人データを
使用してほしくないという要望があれば、当社は必ずそれ
に従います。そしてそのリストは定期的に更新しなければ
なりません。国によっては、消費者が個人情報の使用を望
まない場合に各自で登録できるというリストがあります。
今回の消費者の要望にどうこたえるべきか、法務部長に相
談してください。

10.6 -ある同僚を驚かせるために、誕生日プレゼントを自宅
に送ってあげたいと思い、人事部に自宅住所を教えて欲しい
と頼みましたが、教えられないと言われました。なぜならそ
れは彼女の「ブライバシ一の権利の侵害」に当たる恐れがあ
るからだそうです。これってちょっと行き過ぎなのではない
でしょうか？

人事部の対応は完全に適切です。全社員の個人情報を厳密
に守らなければなりません。例外を作るわけにはいかない
のです。

10.7 - 最近ある同僚の件で、上司が人事部と話しているのを
小耳に挟んでしまいました。その同僚は重病にかかっている
そうです。私は、重病を患っている人のためのボランティア
に休日など参加していますので、何かお手伝いできることが
'あるのではないかと思っています。同僚に直接アプロ一チ
していいですか、それとも上司に先に話すべきでしょうか？

同僚に直接連絡するのではなく、上司か人事部に相談してく
ださい。上司か人事部が手を差し伸べてよいと判断した場合
は、上司か人事部の方からその同僚に連絡がいくでしょう。
同僚のプライバシ一を尊重するために、当然ながら他の人に
その情報を伝えてはなりません。

連絡先：プライバシーや個人データに関わる問題に直面
した場合、黙っておかないで、各自のマネージャー、法
務部長、人事部長、倫理担当者などに相談してください。
サポートを受けられます（「懸念事項がある場合：オー
プントーク」の章も参照してください）。
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必須事項
+  紛失、損失、不正使用、乱用はもとより、承認なしに他
者への貸付け、譲渡、売却または寄付を行うことのない
よう、会社資産を大切にし、かつ守ること

+  会社の資産および書類はすべてロレアルに帰属すると認
識しておくこと。

禁止事項
-  会社資産を個人的目的で使用してはならない。Eメール、
電話、インターネットといった通信手段の使用は、法外
な費用が発生せず、業務範囲に限り認められています

-  コンピュータシステム、会社の Eメールアドレス、およ
びインターネットの不適切に使用してはならない。

-  ロレアルの使用権の有無を確認せず、第三者に帰属する
資産（写真、映画、記事など）を使用してはならない。

-  当社の相談先リスト／プロフェッショナル電子アドレ
スブックに、ソーシャルメディアサイト（Facebook、
LinkedInなど）を通じてアクセスしてはならない。

倫理的ですか。
11.1 - 同じ部署の同僚が、会社のラップトップコンピュー夕
と電子メールを使って、就業時間中に、外部コンサルティン
グ事業を行っているのではないかと疑っています。私は情報
サービス部門にいる友人にそのことを知らせました。すると
友人が、自分は彼の電子メールにアクセスできるので、少々
探りを入れて何をしているのか突き止めてはどうかと言って
きました。そうしてもいいでしょうか？

いいえ。この種の疑惑を抱えている場合には、上司に直接提
起するべきです。不正行為操作に関しては、従業員の電子
メールアカウントにアクセスするための特殊な手段があり
ます。IT部勤務の友人がこれらのアカウントにアクセスで
きるとはいっても、正規のプロセスを経た適切な承認なしに
行うべきではありません。

11.2 - 自宅のプリン夕が故障中なのですが、妻の求職活動の
ために履歴書を緊急に提出しなくてはなりません。会社で私
が夕イプし、印刷してよいでしょうか？

個人的な書類をタイプするのにコンピュータを使用するこ
とは、時折、就業時間外に使用するのであれば可能です。あ
くまで、常識の範囲内であり、業務に支障のない範囲内のも
のに限ります。

11.3 - 他部署の友人から「本日のジョーク」の Eメールをよ
く受け取るのですが、あるものは本当に面白いです。これら
を私の同僚にも送って月曜の朝を笑顔で過ごせるようにして
あげたいのですが、上司が認めてくれるかどうか確信があり
ません。どうしたら良いでしょう？上司を送信リストから外
すべきでしょうか？

このような「ジョーク」を転送すべきではありません。誰も
が同じユーモアのセンスを持っているとは限らないもので
す。特に、会社の Eメ一ルおよびインタ一ネットアクセスシ
ステムについては、「ロレアルスピリット」(特に個人の尊重
に関して）に矛盾するあらゆる資料の閲覧、保存、送信、出
版のための使用を禁じていますので、それを必ず心に留めて
おいてください。これには、もちろん、ポルノあるいは性的
描写画像、政治的なあるいは宗教的な内容、差別的発言、そ
の他の暴力、嫌悪、不寛容を助長する内容のもの全てが含ま
れます。

11.4 - 社内の売店で購入した製品を利益を上乗せしないで友
人に売ってももよいですか？あるいは、それを市場価格で友
人に売ることは可能ですか？

社内の売店で購入できる製品は、皆さんや皆さんのご家族が
個人で使用する場合に限って確保されているものであり、価
格に関係なく転売してはいけません。

連絡先：会社の資産に関わる問題に直面した場合、一
人で抱え込まないようにしてください。各自のマネー
ジャー、人事マネージャー、倫理担当者などに相談し、
手を貸し、サポートしてくれます（「懸念事項がある場合：
オープントーク」の章も参照してください）。

ビジネスにおいて

会社資産は、社員がロレアルのビジネスゴールを達成するためのものです。就労時間を含む会社資産の不正使用または乱用
は、全社員の利益を損い、ロレアルの経営および財務実績に損失を与えます。
 

会社資産の
利用
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必須事項
+  財務報告や非財務報告などの正確な財務記録および事業
記録を常に維持することの保証に努めること。

+  記録を安全に保持し、記録保管についてのガイドライン
を守ること

+  協働するクライアントについて、その活動が合法的であ
り、その資金が犯罪行為に関与していないことを保証で
きるように、適性評価（デュー・インテリジェンス）手
順に従うこと。

+  内部および外部監査役と協力すること

禁止事項
-  適切な許可および書面がなければ、ロレアルの資産はい
ずれも販売、移動、廃棄してはならない。

-  現金取引を容認してはならない。他に可能性がなく、認
可をうけた法定額であれば、現金取引を特別に許可し、
適切に記録して文書化しておく必要があります。

-  第三者の使用を介して支払いを隠ぺいしてはならない。

倫理的ですか。
12.1 - 上司が作成した昨年度末付け販売報告書を、チェック
するようにと命じられました。作業中に、私は誤りと思われ
る箇所を見つけたのですが、今まで誰もその誤りを指摘しな
かったようです。私はその誤りのことを言及するのがかなり
不安なのです。なぜなら上司との関係に波風を立てたくない
からです。どうしたら良いでしょう？

あなたが当該販売報告書をチェックするように命じられた理
由は、誤りがないかどうかかきちんと確かめるためです。こ
の誤りを明らかにしなかった場合、あなたは与えられた仕事
を適切に行わなかったことになり、会社のために働いていな
いことになります。あなたは、見つけた内容について上司に
話すべきです。その上司があなたに対して怒る理由はありま
せん。それどころか、不正確な情報が流れてしまうのを防ぐ
という良い仕事をしたのです。

12.2 - ひどく忙しい日々を送っているので、経費を申告する
のに必要な領収書が全部は見つからないことがあります。領
収書を必要とする金額には至らないものについては、合計が
正しければ、架空の経費項目を多少付け加えても問題ありま
せんか？私が得をするわけではないので、不正にはあたらな
いと思うのです。ただ、当然支払われるべき金額を確保した
いだけなのです。

いいえ、いけません。それは経費報告が不正確であることを
意味し、すなわち会計記録が不正確になるということです。
全ての領収書を手元に用意するのは、あなたが責任を持って
行わなくてはなりません。それが、あなたが受け取るべき精
算額を保証する唯一の方法です。

12.3 - ある顧客から、現金と小切手を組み合わせて使用した
いので、別々の口座を取り混ぜた勘定で支払いたいとの申し
入れを受けました。そうしてもいいでしょうか？どうしたら
良いでしょう？

この種の取引に関しては、特に注意する必要があります。こ
れはマネ一ロンダリングの可能性があり、違法手段（例：麻
薬、贈収賄、売春など）により得られた資金の経路を隠そう
と、あるいは合法的にみせようとしているのかもしれません。
これは誠実な取引であることを保証するために、可能な手順
をすべて踏んで下さい。このような支払いは、例外的な状況
下で、かつ上司の承認を受けた場合のみ許容できるものです。
特に注意すべき危険な兆候としては、請求書にて特定されて
いる通貨以外の外貨での支払い、現金での支払い依頼、契約
当事者以外の事業体・人物からの支払い、通常の取引関係で
使われているものとは別の口座へ・口座からの支払い、過剰
払いの要求等が挙げられます。口座の名義が、契約している
会社の名前ではない場合は、支払いは拒否します。

 詳細情報 :
財務および事業記録の正確性と汚職防止対策については、 
「腐敗防止における私たちのありかた ("The Way We  
Prevent Corruption")」を参照してください。

連絡先：税務および事業記録の正確性に関わる問題に直
面した場合、一人で抱え込まないようにしてください。
各自のマネージャー、財務部長、人事部長、倫理担当者
などに相談してください。サポートを受けられます（「懸
念事項がある場合：オープントーク」の章も参照してく
ださい）。

私たちは皆、財務に関わる事象あるいは他のいかなる事象をも、全てを正確に記録する義務を負っています。正確性は、ビジ
ネスの成功にとって最も大切なことです。これは、私たちのビジネスを合法的に、公正に、かつ効率的に運営していく上で欠
かすことのできない要素です。とりわけ、株主に対しては、透明性が高く信頼性のある、定期的な情報提供を可能にすること
が極めて重要です。最後に、私たちの活動は、犯罪行為によるマネーロンダリングには絶対に利用されてはなりません。
 

財務および事業記録
とマネーロンダリングの撲滅
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必須事項
+  投資を行うためにインサイダー情報を用いることは、イ
ンサイダー取引法に触れる恐れがあることを心得ておく
こと

+  偶発的な漏えいを避けるため、アクセスできるインサイ
ダー情報の機密性を維持すること。

禁止事項
-  インサイダー情報を保持している時に、ロレアルまたは
他の会社の株の売買を行ってはならない。

-  インサイダー情報を社外の人物に開示してはならない。

-  インサイダー情報を社内の人物に開示してはならない。

倫理的ですか。
13.1 - 私は法律に詳しくありません。「インサイダ一情報」と
は正確には何のことですか？

「インサイダー情報」とは、法律により定義された概念です。
広義には、投資家が投資の判断材料の一つとして使用する情
報で、但し公には入手できない情報のことです。このような
情報は、ロレアルグループ、その活動、顧客、サプライヤー、
あるいはロレアルグループが契約を結んでいる他社に関連し
ている可能性があります。詳しくは、ロレアルの株式市場倫
理憲章 を参照してください。

13.2 - ロレアルが他社を買収するという話を耳にしました。
この買収の話が公になれば株価が必ず上昇するでしょうか
ら、これはどちらかの、あるいは両方の会社の株式を買う絶
好の機会であるように思えます。私はそのようにしてよいで
しょうか？

いいえ、いけません。ロレアルの社員として、あなたはほぼ間
違いなく「インサイダ一」とみなされるでしょう。したがって、
その買収が公表されるまでは、ロレアルおよび相手企業の株式
を買うことはできません。

13.3 - ロレアルの株式をインサイダー情報に基づいて、私自
身が買ってはいけないことは理解しました。では、「たまた
ま話してしまった」私のガ一ルフレンドが買うには、いい機
会となるのではないかと思うのですが。これは問題ないでし
ようか？

いいえ。株式を自分で購入するのと同様で、このようなことは
許されません。そのガールフレンドがあなたのアドバイスに
従わなかったとしても、噂が出回るという単純な事実が、当
社の倫理と法律に違反します。

連絡先：インサイダー取引について不安がある場合は、
黙っておかないで、各自のマネージャー、法務部長、株
式市場倫理部の社内相談役、倫理担当者などに相談して
ください。サポートを受けられます（「懸念事項がある
場合：オープントーク」の章も参照してください）。該
当する場合、どのような方法であっても把握しているイ
ンサイダー情報を決して漏えいしてはいけません。

ロレアルは、社員が適切な個人的投資を行う自由を制限することを望みませんが、私たちは各々、「インサイダー取引」に
関する規則を常に心に留めておかなければなりません。
 

ビジネスにおいて

インサイダー
取引
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必須事項
+  帳簿と記録を正確に分かりやすく作成しておくこと。

+当社の納税申告書を作成すること。

禁止事項
-  ロレアルが自社の納税義務を怠ることを故意に許しては
ならない。

倫理的ですか。
14.1 - あるサプライヤーから、絶対にばれない脱税方法があ
ると持ちかけられました。彼は、クリスマスオーダー用の自
社製品の年末の購入書類を第三国経由で迂回させることで、
通常は課税されるはずの消費税の支払いを逃れるという方法
を提案しています。賢明な案のように思えるのですが、そう
するよう承諾してもよいでしょうか？

いいえ。私たちの納税義務を完全に果たすことを回避しよう
とする試み（上記の提案が事実上意味している行為）は全て、
違法であり、非倫理的です。ロレアルは、税法に則って課せ
られる全ての税金を支払うための予算を計上しています。

14.2 - 数年前の税について誤っている箇所を見つけました。
当時の課税率が下がるのではないかと思います。どうしたら
良いでしょう？

当社は、原則として現地法に基づいて納税しており、税務当
局からは信頼できる企業と見なされています。この件を財務
部長または当社グループの税部門の担当者に相談し、それが
本当に間違いであるかどうか確認してもらいましょう。間違
いであれば、税務当局への対応と、その誤りの再発防止措置
を定めます。

Q14.3 - 税を逃れる企業については、メディアに相当数の記
事があります。ロレアルでこのようなことが発生し得るので
しょうか？

ロレアルでは、事業を展開している全ての国で課されている
税金をすべて支払っています。そしてそのことが、当社が存
在するこれらの国々やコミュニティに積極的に貢献する 1つ
の方法であると確信しています。

連絡先：税について不安がある場合は、黙っておかない
で、各自のマネージャー、財務部長、人事マネージャー、
倫理担当者、当社グループの税担当部門などに相談して
ください。サポートを受けられます（「懸念事項がある
場合：オープントーク」の章も参照してください）。

ロレアルは、事業を営むあらゆる地域において、善良な企業市民であることを目指します。すなわち、税法を厳守し、法律
の要求に従って地域税も国税も全額支払うということです。
 

■税金
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目次
2 9 ページ
安全衛生管理

3 0 ページ
多様性

3 2 ページ
ハラスメントおよびいじめ

3 3 ページ
セクシャルハラスメント

雇用主としてコミットメントを尊重

「私たちはロレアルを働きやすい会社にするこ
とを目指しています。社員は会社にとって最
大の資産です。」
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必須事項
+  安全かつ衛生的な職場環境を保持するために適切なあら
ゆる予防措置を講じること

+  私たちの行動により自分自身あるいは他人を危険にさら
すことのないよう徹底すること

+  職場で緊急事態が発生した場合、何をすべきかの認識を
徹底すること

+   予期せぬ出来事が発生した場合は、それが職場環境の安
全性を脅かす可能性のある挙動、設備、物品など小さな
ことであっても全て、現地の安全責任者または各自の上
司に即座に報告すること。

禁止事項
-  職場において安全衛生に関する社内規則を無視すること

倫理的ですか。
15.1 - 上司から、私が十分な睡眠を摂っていないことを心配し
ていると言われ、仕事の後あまり頻繁に夜間外出しないほう
が良いと提案されました。上司は、私が居眠りをして事故を
おこすのではないかと心配なのだそうです。ええ、運転中に
一度や二度眠気を感じたことはありますが、それでもやるべ
き仕事はやっています。それに、就業時間外に私が何をしよ
うと上司に関係ないじゃありませんか？私にはプライベート
な時間に対する権利もないのですか？彼女は細かすぎると思
います。どうしたら良いでしょう？

どのように夜を過ごすかはあなた次第です。上司はあなたのプ
ライパシーに配慮し尊重して対応すべきではありますが、あな
たの疲労があなた自身あるいは他人を危険にさらしている場
合、上司としてあなたに提起したことは正しいといえます。社
員の私生活を尊重しますが、あなた自身および同僚達に対して
安全上の問題を引き起こすような行動は容認しかねます。安全
に対する妥協は許されないのです。

15.2 - 生産監督者から、生産ラインの速度を落とす原因とな
る安全装置機能を例外的に解除するようにと指示されました。
どうしたら良いでしょう？

安全管理責任者の適正な事前承認がない限り、安全装置および
監視機器の撤去、切断、または解除は決して行ってはいけませ
ん。それでもその製造管理者が強く指示するようであれば、指
示に従わないで現場管理部と人事部に報告してください。安全
性は、生産スケジュールおよびその他の理由によっても妥協さ
れることのない絶対的な責務です。

15.3 - 営業担当として、大都市から郊外まで夜遅くまで運転す
ることが頻繁です。時折、安全でないと感じることがあります。
上司にこの安全性の問題について提起しましたが、上司は私
の悩みについて何も措置をとってくれません。社内の誰か他
の人に相談すべきでしょうか？

その通りです。人事マネージャーに相談し、このような状況
を避けるための解決策について話し合うべきです。

15.4 - 今まさにひどいストレスにさらされていると思われる
同僚がいます。そのことについて彼と話をしようとしました
が、断られました。昨日は職場で倒れました。どうしたら良
いでしょう？

このことを人事部とあなたの同僚の上司にすぐに知らせて即
刻対処してもらうことが重要です。対処を受けているのか定
かではない場合は、すぐにその件の要対処レベルを上げてく
ださい。

15.5 - 下請業者の一人が会社の敷地内で飲酒しているという
報告を受けました。彼は厳密にはロレアルの社員ではないの
ですが、この件は私が追求すべき問題でしょうか？

職場璟境の安全を損なう、あるいは誰かを危険にさらす恐れ
のあるいかなる行動もマネ一ジメントに報告すべきです。

連絡先：衛生、安全、保安に関わる問題に直面した場合、
黙っておかないで、各自のマネージャー、安全衛生担当
マネージャー、人事マネージャー、倫理担当者などに相
談してください。サポートを受けられます（「懸念事項が
ある場合：オープントーク」の章も参照してください）。

ロレアルに勤務している私たち全員に、健康で安全で安心な職場環境を要求する権利があり、職場の安全性は私たち全員に
依拠しています。
 

健康、
安全性とセキュリティ



30

必須事項
+  ロレアルの多様性に対する取り組みを、人事部門、マー
ケティング部門、調達部門、コミュニティ貢献部門とと
もに支援し推し進めること。

+  サプライヤー、顧客、およびビジネスパートナーへのロ
レアルの多様性に関する方針の周知を徹底すること

禁止事項
-  次の事項に基づいた差別、ハラスメント、いじめを行っ
てはならない。 
-  性別 
-  障害 
-  配偶者の有無や家庭の事情 
-  性的性向 
-  年齢 
-  政治的選択や哲学的選択 
-  宗教的信念 
-  労働組合活動 
-  出身民族、出身社会、出身文化、国籍 
この差別禁止は一般的に、採用時だけでなく、教育、昇進、
継続的雇用、職場環境、さらに、サプライヤー、クライ
アント、ビジネスパートナー、第三者と、当社との関係
性などに関するあらゆる決定を下す時に適用されます。

倫理的ですか。
16.1 - ロレアルにおいて、「差別」とは厳密にはどういう意味
ですか？私の国の法律の定義と同じでしょうか、異なるので
しょうか？

第一のル一ルとして、ロレアルはその国の法律を尊重してい
ます。したがって自国の差別禁止法に違反している社員は、
懲戒処分をうける可能性があります。しかし、国によっては、
当社では容認できない一定の挙動を、差別に関する法律で禁
じていない国もあります。ロレアルは直接的差別ばかりでな
ぐ間接的差別についても反対しています。
直接的差別とは、仕事、トレ一ニング、昇進、継続雇用など
就業生活のあらゆる側面に関わる行為で、その影響を受けた
者が公平な扱いまたは機会を享受することができなくなるも
のを指します。
間接的差別とは、表面的には差別がないように見えても、性別、
年齢、障害、あるいはその他の身体的特徴によって、他の人
と比ベて不利な条件を課す行為を指します。

16.2 - 人事部から、私のチームに障害者を採用しないかという
提案を受けました。ロレアルでは多様性を重視していることは
分かってはいますが、他のチームメンバーが混乱するほど、こ
の人物が頻繁に病欠で休むことになり、私には彼を特別に優遇
する義務があるので、他のチームメンバーが彼をねたむように
なるのではないかと懸念しています。

それは先入観です。経験から、障害者の存在により職場の人間
関係が著しく変わることはないと分かっています。障害を持つ
志望者も他の人々と同じように、スキルに基づいて採用されて
います。唯一の違いは、職位の適合性が体系的にチェックされ
ていることです。いくつかの適応対策は必要になるかもしれま
せんが、それは実際には稀なケースです。

16.3 - 私のチームメンバーに50歳になった方がいます。ちょっ
とした祝いの席を設けたいのですが、彼女は望んでおらず、「ロ
レアルでは年配者にはプロとしての未来が用意されていない
し、年齢に注目されたくない」と言いました。私は彼女に何と
言ってあげるべきでしょうか？

その同僚の方を安心させ、人事マネージャーに会ってキャリア
プランを相談してはどうかと言ってあげてください。ロレアル
では、年齢にかかわらず誰もが精力的にキャリアアップを図れ
るようになっており、誰でもキャリア開発に貢献できるように
なっています。

16.4 - 同僚の 1人が、私たちの期待にすべて応えようとしてい
るように見えた（私の個人的な意見です）サプライヤーを選び
ませんでした。この同僚のコメントから、私はそのサプライヤー
の国籍と出身民族が原因ではないかと疑っています。どうした
ら良いでしょう？

肌の色、国籍、出身民族による差別はロレアルでは許容されま
せん。それは、私たち一人ひとりが受けるに値する尊重の精神
を否定するものだからです。多様性担当者に相談するか、上司
または調達部長に、この件を報告してください

16.5 - 私の同僚にはホモセクシャルの人がいるという、不適切
な冗談を耳にすると、不快に思います。どうしたら良いでしょ
う？人事部と話をするべきでしょうか？

同性愛を嫌悪する人は、絶対に許容できません。私たち一人一
人には、他人から尊重される権利があります。私たちは誰でも
受け入れられる開かれた職場環境を求めています。このような
問題に直面した場合は、そんな冗談を言っている人たちに、そ
の態度は許されないことを理解させましょう。理解を得られな
い場合は、上司、人事マネージャー、倫理担当者などに相談し
てください。

雇用主として

職場における個々の才能の多様性は、創造性を強化し、関連製品の開発と市場販売を実現するものです。ロレアルはあらゆ
るタイプの美を高く評価します。
ロレアルは、さまざまな人材を受け入れ、均等な機会を提供する雇用主です。私たちは、職場で過小評価されている人々、
特に障害者や、過少評価されている社会的グループや民族グループに対して、専門性の統合を促進します。
 

多様性
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16.6 - 私は、好んで金曜の夕方にチームミ一ティングを開いて
週の仕事を締めくくっています。そうすることでその週に起
きた問題などについて話し合えるからです。しかし、2名のチー
ムメンバーが宗教上の理由から毎週金曜日は早退を希望して
いるので、実現は難しいことは承知しています。これは間接
的差別に当たるでしょうか？

金曜日の夕方にミ一ティングを開く正当な必要性を有していな
い場合、あるいはあなたのニ一ズに合うもっと適切な方法が他
に存在する場合、これは間接的差別に当たるかもしれません。
あなたはミ一ティングを必要とする正当性を有しているように
見えますが (チ一厶の進行状態の確認および質問に答える機会
の提供など )、しかし、本当に金曜日の夕方に開かなくてはい
けないのでしょうか？もう少し早い時間あるいは月曜日の朝一
番にミ一ティングをしても、同様の成果が得られるのではない
でしょうか？

16.7 -グル一プにとって多様性は重要であると常々聞いていま
す。それは、女性や少数民族出身の人物だけを雇用あるいは
昇進させるべきということですか？

いいえ、それは意図とは異なります。ロレアルでは、能力を基
準に採用を行っています。したがって、その職務に最適な候補
者を選ぶようにしてください。また、多様性とは、女性や少数
民族に限ったものではないことに留意してください。そこには、
身体障害者、高齢者なども含まれます。

16.8 - 一部の同僚と同じ宗教的信念を共有している場合、彼ら
を集団祈祷に招いてもよいでしょうか？

同じ信仰を共有している社員を招いても構いません。ただし、
私たちは誰もが他人の信仰を尊重するようお願いしています。
このことは、布教活動（つまり他人を改宗させようとする行為）
は控えることを意味しています。

16.9 - わたしはもうすぐ産休に入るのですが、復職時に発生し
そうなことや将来のキャリア機会がどうなるのか不安に思って
います。誰にアドバイスを求めるべきですか。

ロレアルの方針は、産休中の社員をサポートすることです。ロ
レアルは社員に対して、産休中の給与に加え、産休終了後には、
前職または職位と給与が同等であるポジションへの復帰を保証
しています。この件については、産休に入る前に人事マネー
ジャーに相談すべきです。

連絡先：多様性について不安がある場合は、黙っておか
ないで、各自のマネージャー、人事マネージャー、倫理
担当者などに相談してください。サポートを受けられま
す（「懸念事項がある場合：オープントーク」の章も参
照してください）。
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必須事項
+  職場から完全にいじめをなくすというロレアルの取り組
みを支援し推し進めること。

+  礼儀正しくすること。仕事仲間やビジネスパートナーには、
私たちが彼らに接してほしいと思う態度で接すること。

禁止事項
-  故意に人を傷つけたり、嫌がらせ（ハラスメント）をし
たり、ミスをするように仕向けたりしてはならない。

倫理的ですか。
17.1 - ロレアルにおいて、ハラスメント」と「いじめ」とは厳
密にはどういう意味ですか？私の国ではこの件に関する法律
がないと思います。

第一のル一ルとして、ロレアルはその国の法律を尊重してい
ます。したがってハラスメントに関する現地国の法律に違反
した社員は、懲戒処分をうける可能性があります。しかし、
ロレアルは、当社が許容しない一定の挙動を、ハラスメント
に関する法律で禁じていない国々があると考えています。そ
の場合でも、ある特定の態度が不適切であると見なされる可
能性があります。例えば：
-他人を傷つけるまたは不快にさせることを目的とした行動
-誰かを故意に陥れて間違いを起こさせようとすること
-辱しめたり、脅迫すること
- 物理的または社会的隔離（いわゆる "村八分”）
同僚との間にもハラスメントがある可能性があります。あな
たの国には、この内容についての法律はないかもしれません。
しかしながら、ハラスメントやいじめと表現されていなくと
も、これらの行為はおそらく法的に禁じられているはずです。

17.2 - 上司が脅迫めいた言動をすることがあります。上司は私
たちに発破をかけて業務の質を向上させようとしているのだ
と思いますが、時にひどい屈辱感を人に与えます。これはチー
ム全体の士気にも悪影響です。これについて何か私ができる
ことはありますか？

あなたの上司は、会社が期待する業務を果たすために、チ一
厶の意欲をかき立て、後押しすることを期待されています。
これは、上司がチームのパフォーマンスについて批判したり、
意見する立場にあることを意味します。しかし同時に、マネ
一ジャーはチ一ムメンバーを尊重し、然るべき気配りを持っ
て行動することも求められています。上司の言動に問題があ
るとあなたが感じる場合、上司にそのことを話すよう努める
べきです。または人事マネ一ジャーに相談することもできま
す。良い職場璟境は、上司も部下も同様に、私たち全員が関
与し、支えあうことによってのみ実現しうるのです。

連絡先：ハラスメントやいじめについて不安がある場合
は、黙っておかないで、各自のマネージャー、人事マネー
ジャー、倫理担当者などに相談してください。サポート
を受けられます（「懸念事項がある場合：オープントーク」
の章も参照してください）。

雇用主として

私たちはそれぞれ、人間として尊重される権利と、人間としての尊厳を持っています。ロレアルにおいて、この理念は「行
動基準」の基本となるものです。この権利を侵害する恐れのある態度や行動、特に、嫌がらせまたはいじめは許されません。
 

ハラスメント
およびいじめ



行動基準

33

必須事項
+  セクシャルハラスメントの無い職場作りという、ロレア
ルの決意を支持し推進すること

+  当社と仕事上の付き合いがある第三者に対して、社内外
を問わず、セクシャルハラスメントを慎むこと。

禁止事項
-   迷惑であると言われた行為を取り続けないこと。

倫理的ですか。
18.1 - ロレアルにおいて、「セクシャルハラスメント」とは
厳密にはどういう意味ですか？私の国の法律の定義と同じで
しょうか、異なるのでしょうか？

第一のル一ルとして、ロレアルはその国の法律を尊重してい
ます。したがってセクシャルハラスメントに関する現地国の
法律に違反した社員は、懲戒処分をうける可能性があります。
しかし、国によっては、ロレアルが容認できない行為でも、
法に抵触しない場合があるかもしれません。その場合でも、
ある特定の態度が、その程度や頻度によっては、不適切であ
ると見なされる可能性があります。例えば：
-  不愉快または不適切な身体的接触、電子メール、冗談、身
振りやその他のジェスチャー、コメント、性的性質のある
誘いや要望

-  性的性質のある文書、ポスター、物などの配布や掲示
-  性的な活動または情熱的な活動に基づいた昇進の調整もし
くはその他の雇用上の利点の調整
男性も女性もセクシャルハラスメントの影響を受ける可能性
があります。ロレアルの職場または、当社が事業を展開して
いるその他の現場で発生する可能性があります。

18.2 - チームでのパーティーの最中に、私の同僚である女性
が、自分に対して上司がボディーランゲージやコメントに関
して不適切な態度を取っていることに気づきました。彼女は、
堅物と思われたくないからか、自分のキャリアを台無しにし
たくないからか、はっきりと言えずにいます。どうしてあげ
たら良いでしょう？

彼女が不快に思わないようであれば、その上司と直接話をする
ように勧めるべきです。不快に思うようであれば、彼女はその
件を人事マネージャーに報告することもできます。彼女が何の
措置もとらなければ、彼女があなたに話した内容をあなたが人
事部に報告すべきです。その場合、あなたが全ての事実を把握
しているわけではなくても、あなた自身がハラスメントを受け
ていなくても関係ありません。手に負えない事態になる前に侮
辱的な態度をやめさせることが重要です。

18.3 - クライアントとのミーティングがあります。そのクラ
イアントはいつも私の体に触れ、私の容姿のことを話してき
て、彼とディナーに行けば当社からの購入量を増やすと言っ
てきます。彼はクライアントであってロレアルの社員ではな
いため、ロレアル側がこの件を扱ってよいのか分かりません。

あなたの上司または人事マネージャーに報告すべきです。ロ
レアルは、ロレアルの社員がセクシャルハラスメントを受け
ないことを保証する方針であり、ビジネスパートナーからの
セクシャルハラスメントも該当します。

連絡先：セクシャルハラスメントについて不安がある
場合は、黙っておかないで、各自のマネージャー、人
事マネージャー、倫理担当者などに相談してください。
サポートを受けられます（「懸念事項がある場合：オー
プントーク」の章も参照してください）。

私たちはそれぞれ、人間として尊重される権利と、人間としての尊厳を持っています。ロレアルにおいて、この理念は「行
動基準」の基本となるものです。この権利を侵害する恐れのある態度および行動、特に、セクシャルハラスメントは許され
ません。
 

セクシャル
ハラスメント
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必須事項
+  個人的な政治活動に参加する場合は、手段にかかわらず
ロレアルを代表しないことを明確に示すこと。

+  政治活動への参加により、ロレアルでの義務の遂行に支
障をきたす、あるいは個人の政治的見解とロレアルの政
治的見解を混同する可能性がある場合には、上司に報告
すること（「利害の対立」の章を参照）。

+  贈り物、接待、贈収賄に関するロレアルの規則を厳守す
る（「贈賄および利益供与」の章を参照）。

禁止事項
-  会社の資金やリソース（勤務時間、会社の電話、書類、
電子メールなどの会社の資産）を使用して、個人的な政
治活動を実施または支援してはならない。

-  職場を政治演説の場として使用してはならない。

-  ロレアルが社員の個人的な政治活動を支援していると信
じるように誘導してはならない。

-  当社マネージャーや事業体のマネージャーによる明示的
な許可がない場合、ロビー活動者の登録リストへの登録
を条件に、公的機関や政党の代表者と、地方条例や国際
規制について議論してはならない。

倫理的ですか。
19.1 - ロレアルとかなり価値観の一致がみられる、ある地元選
挙立候補者をボランティアとして支援しています。社のコピー
機を使って配布用チラシを作っていいでしょうか？

いいえ。どんな種類の政治活動の支援であろうとも、会社の
時間および資産を使うことは禁止します。

19.2 - 上司が、彼の娘の市長選挙のために寄付をしないかと尋
ねてきました。これは適切な行為ですか？

いいえ。上司はあなたに圧力をかけたりしていないとはいえ、
そのような要求は、たとえ他意は無くても、不適切であると
同時に強制力を持つ恐れがあります。

19.3 - 私の地元の市議選に立候補したいと思っています。ポ
スターに、私がロレアルに勤務しているという事実を掲載す
る予定です。

これは、ロレアルがあなたの立候補を暗に支援しているかの
ように見える可能性があるため、不適切です。

19.4 - ロビー活動とは厳密にはどういう意味ですか？この言
葉は、メディアで耳にするときには必ずしも評判が良いとは
限りません。

ロビー活動とは、私たちの活動に影響する可能性が高い規制
に関連した公的な判断プロセスへの貢献に関与する活動です。
公的な判断を下す人物はこの活動により、このような規制が
私たちにどう影響するのかを把握できます。このような規制
が有害になる可能性があると考えられる場合は、そのことを
公表し、その影響を制限しましょう。ロレアルは、ディベー
トへの参加などを通じて、関連するあらゆる適用法を厳守し
ながら、ロレアルの立場に関して公共企業体や公的機関と定
期的に協議しています。

19.5 - 従業員は、政治に対する自分の意見や誓約を職場で発
言してもよいのでしょうか？

ロレアルは、政治的プロセスに個人的に参加する権利を従業
員に認めていますが、政治について議論する場としては職場
は適切ではありません。

連絡先：政治活動やロビー活動に関わる問題に直面し
た場合、黙っておかないで、各自のマネージャー、人
事マネージャー、倫理担当者などに相談してください。
サポートを受けられます（「懸念事項がある場合：オー
プントーク」の章も参照してください）。

ロレアルは、政党や政治家や関係機関への寄付は行いません。ただし、ロレアルは化粧品産業のリーダーとして、事業を展
開している国々において、先を見越した行動をとって公の意見形成プロセスに参加する義務があると考えています。
ロレアルは、社員が個人として政治的活動に参加する権利を、それが会社を代表するものではないことを明確にしている限
り、尊重します。
 

政治的活動
およびロビー活動
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責任ある企業市民として

必須事項
+  環境に優しいプロセスのためのロレアルの決意を実行す
ること

+  再生可能な原材料の使用および環境に優しいパッケージ
の開発を支持すること

+  私たちの業務のあらゆる側面の行為について、それがど
のように環境に負荷を与えるかを熟慮することにより、
可能な限りの負荷削減を実現すること：例えば、不必要
な出張をなくす、水やエネルギーの節約、廃棄物の生成
を避ける等。廃棄がやむをえない場合には、資材をリサ
イクルする、または適切な方法で廃棄するよう徹底する
こと。職場での生ゴミの分別といった小さな行為でさえ、
効果を生み出すということを肝に銘じること

+  ロレアルの環境問題方針に対する違反行為を防止するた
めに必要な全ての措置を講じること

+  大気中または水中への異常な流出または排出については
全て、速やかに上司または安全衛生管理マネージャーに
報告すること

禁止事項
-  環境への責務に関する当社の規則を無視してはならない。

倫理的ですか。
20.1 - 製造機械の重要部分に装備されている汚染防止装置が故
障しています。部品を入手して修理を行うまで 3日かかると
いうことです。満たすべき受注が大量に滞っているこの時期
に、本当に生産を止めてしまっていいのでしょうか？

他に選択の余地はありません。私たちの璟境に対する模範的
実践は、短期的利益あるいは生産スケジュールに優先するも
のです。必要な汚染防止装置なしに、その機械を稼動させて
はいけません。所属上長に相談し、善処するようにしてくだ
さい。

20.2 - 地域の法律を順守していれば、私たちの競争力を低下   
させるようなロレアルの環境基準に従わなくてもよいのでは
と思うのですが？

ロレアルの璟境への取り組みは、単に法律を順守すればよい
というものではありません。他社と競争していく上で危機的
な状況と思われる場合には、上司に相談してください。

 詳細情報 :
環境への責務に関するロレアルの方針については、「ターゲット
2020：すべてとの美の共有」

連絡先：環境への責務について不安がある場合は、黙っ
ておかないで、各自のマネージャー、安全衛生担当マネー
ジャー、人事マネージャー、倫理担当者などに相談して
ください。サポートを受けられます（「懸念事項がある
場合：オープントーク」の章も参照してください）。

ロレアルは環境を尊重し、環境への負荷を最小限に抑えることに努めています。私たちは、そのための挑戦および成果につ
いてオープンに伝えていくことを目指します。
製品の市販化に関わる活動の多くは環境に直接の負荷を与えています。その負荷を可能な限り削減するための策を講じるこ
とは、全社員の責務であるといえます。そのためには小さな努力の積み重ねが重要です。
 

環境への
責務
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必須事項
+  社会貢献事業は長期的な取り組みであることを理解する。
あらゆる行為は、その規模に関係なく、時間をかけてパー
トナーシップを形成する手段に対する明確な取り組みに
関連していなければなりません。

禁止事項
-  当社の倫理規範および当社グループの社会貢献事業戦略
を反映していない活動に、ロレアルを関与させてはなら
ない。

-  従業員やビジネスパートナーに対し、ロレアルが支援す
る社会貢献プロジェクトへの寄付・寄贈を強要してはな
らない。

倫理的ですか。
21.1 - 私が関与している地元コミュニティの慈善プログラムか
ら、その慈善運動をサポートするためにロレアルに無料で製
品を提供してもらえないかと問合せがきました。私は、パッ
ケージが古くなったため廃棄処分となるシャンプーやバス
ジェルが大量にあることを知っています。誰にも知られるこ
となく、これらを確保するように手配できるかもしれません。
彼らに製品を与えていいでしょうか？

ロレアルは、それがわが社の方針に沿っている場合には、あ
なたの慈善活動における努力を支援したいと思います。上司
に知らせて、その慈善運動がロレアルの方針に沿っているか
どうか確認してもらい、そしてあなたの国の慈善活動の責任
者にそのことを提案するようにしてください。

21.2 - 私が毎週ボランティアを行っている病院から、新しいボ
ランティア要員を探すように頼まれており、ロレアル社員の
より多くの参加を期待されています。私の同僚のうち数人は
興味を示すだろうと思います。彼らに直接話していいでしょ
うか？

この病院がロレアルの慈善活動方針に全面的に一致した機会
を提供している場合には、わが社とこの病院の間にパ一トナ
一シップを結ぶことは可能であるかどうかを上司に尋ねてみ
てください。ロレアルは「金銭的援助を超えた」活動を目指
しており、現金および物での寄付だけでなく、社員の貢献、
そして専門知識の共有などを組み合わせたパートナーシップ
を構築しようと努めています。あなたはこのプロジェクトに
おける企業スポンサ一の代表として、長期にわたり意義のあ
るプログラムをパ一トナ一と共に展開していくことができる
かもしれません。

 詳細情報 :
ロレアルによる地域貢献については、「ターゲット 2020：すべてと
の美の共有」

連絡先：地域貢献について不安がある場合は、黙ってお
かないで、各自のマネージャー、人事マネージャー、倫
理担当者などに相談してください。サポートを受けられ
ます（「懸念事項がある場合：オープントーク」の章も
参照して下さい）。

ロレアルは、責任ある社会の一員であり、良き隣人であり、事業を営む地域社会に誠実に貢献する市民です。私たちは、社
員が地域社会において積極的な役割を果たすことを推奨します。
 

地域社会への
貢献
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模範の示し方とは
日々の姿勢を模範的なものにし、さらに、ロレアルでの倫
理に与える影響力を示すために次の簡単な行為を行ってく
ださい。
- ロレアルのスピリットをオフィスに掲示する
- 倫理綱領を常に手元に用意しておく
-  部下に対しては絶対に、倫理綱領の無視を要請したり提案
したりしない

-  新入社員には倫理綱領を説明する時間を取る
-  1年間に倫理問題について話し合った回数（「倫理の日」
以外も）を把握しておく

-  業務中に発生する可能性のある倫理的ジレンマについて定
期的に検討する

-  スタッフの年間査定中には、「思いやりのある言動・指導」
や「誠実に成果を挙げる」などといった倫理的な姿勢（コ
ンピテンシー）について、具体的に説明する

-  従業員の特に倫理的で勇敢な行動を目にする機会があれ
ば、すぐに認識して高く評価する

倫理に関する懸念や疑問について、部下も気軽にマネー
ジャーに相談できます。マネージャーは部下に対して、部
下の声に耳を傾ける用意があることを定期的に話し、誠意
を持ってその意見を共有すれば報復を受けたりはしないと
気付かせることで、部下を安心させることができます。

決定を下すプロセスに倫理を採り入れる方法
とは
決定を下さなければならない時は、「本綱領の使い方」の質
疑項目を参照してください。権限があるからといって、そ
れが当社グループの倫理規範に合致するとは限りません。

倫理上の理由により決定を下す際に、それが機密性に関す
る規則の対象となる場合は、部下がマネージャーの知識を
学び取って、マネージャーが示す模範に従えるように、そ
の決定内容を部下と共有してください。

部下の疑問に答える方法とは
マネージャーは、当社グループのさまざまな倫理方針を意
識しなければなりません。部下に対してこの倫理方針を周
知徹底させる責任があります。また、部下の話を聞く時間
を確保してください。部下はこの種の疑問を簡単にはぶつ
けてこないものです。

部下の疑問にどう答えるべきか分からない場合は、助言で
きる最適な人物をその部下に示してください。

マネージャーである私にとって、財務目標や事業目標に関す
る義務と、倫理綱領に定められている義務のどちらを果たす
ことがより重要なのでしょうか？

この二つは完全に両立しうるものです。そして直接関連し合っ
ています。正しい理由のもとに正しいことを行うこと、それ
が良好なビジネスといえます。わが社の利益が、非倫理的あ
るいは非合法なビジネスによってもたらされることは決して
ありません。

倫理規範が適用されるのは、全てのレベルのマネジメントで
すか？上層部のみですか？

倫理規範は全員に適用されます。責任が重い人ほど、模範的
な態度を取るべきです。ダブル・スタンダードは受け入れら
れるものではありませんし、ロレアルの倫理にも反します。

マネージャーにはさらなる責任があります。理由は以下のことを行う立場にあるからです：
- 模範を示して倫理的な行為を推進する
- より複雑で困難な問題に対処して決定を下す
- アドバイスや手助けを求めてくる部下を指導する
 

マネージャーの
役割
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