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Poly	では、人、テクノロジー、空間をつなぎ、未来の働き方を実現することに重点を置いています。私
たちの成功は、各従業員の倫理的かつ誠実な行動にかかっていると私は信じています。

Poly	の行動規範は、Poly	のリーダーシップの原則を反映しており、私たち全員が常に正しい行動を
取るための指針となっています。Poly	の業務遂行規範では、社員同士、ビジネス	パートナー、ベンダー、
投資家、競合他社とのやりとりで、正直さ、説明責任、誠実さ、公正さが求められています。Poly	の行
動規範で扱っている事柄は、	これらの価値観に従って事業を行ううえで不可欠です。	

皆さんやチームが、Poly	の共有信念、法規、すべての方針に従って業務を遂行できるように、行動規範
を十分理解し、頻繁に参照することをお願いします。行動規範は私たちの原則を実行に移すための指
針です。

倫理的に行動し、最高水準の商慣行についてお互いに責任を持つことへのご理解とご協力をお願い
します。Poly	が成功するには、我々全員が役割を持って、卓越した、誠実な企業文化を守る必要があり
ます。	

行動規範について質問がある場合は、上司、法務部、	または人事部に連絡してください。

Dave

CEO 挨拶



「POLY の業務遂行規範では、 
相互の取引や、ビジネスパートナー、 
ベンダー、投資家、競合他社との  
やりとりで、正直さ、誠実さ、公正さが  
求められています
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Poly	の業務遂行規範では、相互の取引や、ビジネス	パートナー、ベンダー、投資家、
競合他社とのやりとりで、正直さ、説明責任、誠実さ、公正さが求められています。この	
Poly	の行動規範	(以下「本規範」)	で扱っている事柄は、Poly	のリーダーシップの原則
を	支えるこうした価値観に従って事業を行う上で不可欠です。私たちはお互いに、本
規範を遵守し、最高水準の商業倫理を維持する責任を負っています。これは、Poly	の
成功と文化の鍵であり、強固なビジネス関係を築き、維持するうえで重要です。本規範
で以下を促進します。	

• 誠実で倫理に基づいた行為 – 時と場所、状況を問わず 
正しい行動をする

• 適用される政府の法律、規則、 規制の順守 
• 社会への還元、企業の社会的責任 
• 透明性、財務の整合性 
• 本規範に対する違反の速やかな報告  

規範順守についての説明責任

本規範は一度読めば済むものではありません。行動規範は私たちの原則を実行に移
すための指針です。Poly	の従業員、管理職、重役	(以下「私たち」)	は、本規範に記載さ
れている原則およびガイドラインを順守しなければなりません。また、契約社員、代理
業者、コンサルタント、取引先、ビジネス	パートナーなど、Poly	のために働く世界中の
すべての人々に、本規範の基準を順守することを求めます。

POLY の業務遂行規範
「本規範で扱っている事柄は、

POLY のリーダーシップの
原則を支えるこうした価値観に

従って事業を行う上で
不可欠です」
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リーダーシップの原則

C3 (一にお客様。二にお客様。三
にお客様)
誰もがお客様を第一に考える必要
があります。リーダーは、大なり小な
りお客様の問題を解決します。お客様、
チャネルパートナー、チームと緊密に
連携して、革新的なソリューションを
提供します。

前へ、上へ
リーダーは、過去から学びますが、未
来を重視します。市場の変化に迅速
に適応します。エネルギー、勢い、結
果で企業を前進させるソリューショ
ンを構築します。

リーダーの役目
リーダーは、自分たちがより大きなグ
ローバル	コミュニティの一部である
ことを認識し、地球、資源、人々の奉
仕者として意思決定を行います。

水準を引き上げる
リーダーは、自分の仕事に誇りを持
ち、細部が重要であることや、塵も
積もれば山となることを知っていま	
す。チーム、製品、プロセスを絶えず
改善するために、あらゆる機会を求
めています。

飛躍する
ビジネスではスピードが重要です。		
リーダーは、周囲の人々に戦略的に
考え、積極果断に行動するよう促し、
要求します。Poly	では、計算してリス
クを取ることを評価します。

リーダーの素養
リーダーは、自分たちのビジネス、顧
客、チームの内外を熟知しています。
短期的な結果のために長期的な価
値を犠牲にすることはありません。リ
ーダーは誠実に行動し、資金を自分
のお金のように使い、職務、役割、自
身より	Poly	を優先します。

勇気を持って伝える
リーダーは率直に話しますが、無神
経な訳ではありません。お互いに建
設的に挑み合い、可能な限り最良の
結果または決定を得ます。決定が下
った後は、リーダーは完全に連携し、
力を合わせます。

運命共同体
私たちは	1	つのチームです。リーダー
は、自分たちがやると言ったことを
やり、お互いを尊重し、お互いを支え、
お互いに責任を課します。

リーダーシップの原則とは、私たちが会社として尊重する行動と習慣です。私たち全員の間の契約であり、お互いに対
して示す態度です。Poly	では誰もがリーダーです。
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違反行為の報告、報復の排除、方針の実施 
Poly	の倫理違反の報告と報復の排除に関する方針では、
会社の説明責任、適用法の順守、財務上の不正行為、方針
への違反に関する疑問や懸念を、それが既知または疑わし
いのものであれ	、	嫌がらせや報復を恐れることなく、	善意
で提起できる環境を作ることを目指しています。	

疑わしい、非倫理的、不正な、または違法な性質の出来事
や、本規範のガイドラインに違反している、または違反して
いる可能性のある出来事に気づいた場合は、経営陣、法
務、内部監査、人事、またはコンプライアンス部門に直ちに
報告してください。このような問題は、倫理ホットライン	(オ
ンラインまたは電話)	を使って報告してもかまいません。内
容は機密扱いされ、名前が公表されることはありません。
違反またはその疑惑を誠実に報告した人に対する報復は、
容認しません。	

違反の報告があれば、すべて適切な調査が行われます。調
査には、全面的かつ誠実に協力してください。たとえば、個
人面談や記録の作成、つまり書面での説明を依頼されるこ
とがあります。全面的かつ誠実に協力しなかった場合、懲
戒処分の対象になることがあります。	

報告内容、および調査の過程で明らかになった情報は、機
密扱いされます。ただし、調査の実施、是正措置、適用法へ
の順守に必要で開示する場合は、この限りではありません。	

本規範、適用法令、Poly	のその他の方針に違反する行為
を行った人、または本規範への違反または疑惑を報告し
なかった人に対し、適切な措置が講じられます。懲戒処分
としては、即時解雇、書面または口頭での戒告、一時停職/
出勤停止、契約解除、Poly	の独自の裁量によるその他の
処分などがあります。懲戒処分を行うかどうか、行う場合

はどの懲戒処分を適用するか決める際、不正行為や違反
の種類と重要度、その人物のこれまでの業績、それ以前の
不正行為、懲戒処分、同一人物による違反	または同一人
物に対する違反かどうかが考慮されます。Poly	が損失をこ
うむった場合、その行為に責任のある個人または組織に対
して是正措置を求める場合もあります。法令に違反する行
為の場合は、該当する機関に報告するとともに、調査に全
面的に協力します。

違反またはその疑惑を
誠実に報告した人に

対する報復は、
容認しません」

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Ethics%20Reporting%20and%20Non-Retaliation%20Policy.docx?d=w13d3f2dffa1c402bbf66d3a76b67268e
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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「リーダーは、自分たちがより大きな 
グローバル コミュニティの一部で 
あることを認識しています。リーダーは、 
地球、資源、人々の奉仕者として 
意思決定を行います」
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雇用法 – 職場における権利 
成功と説明責任は表裏一体の関係にあります。私たちは、
自分自身および同僚に好ましい影響を与えるような行動
をとり、Poly	の利益に最善をつくすことが常に求められて
います。従業員は、Poly	の業務または他社の権利を妨げる、
またはその可能性がある行動や活動を慎むことが求めら
れています。私たちは、他者の権利や感情を尊重し、私たち
自身、同僚、取引先、パートナー、お客様、訪問者を傷つけ
るような行動を取らないものとします。世界各地の	Poly	の
職場環境は、相互尊重と職場の尊重に基づいています。私
たちは、雇用機会均等法、障害を持つアメリカ人法	(また
は類似の現地法)、薬物のない職場に関する指令、差別お
よび違法なハラスメントがない職場環境を推進する規則ま
たは規制に関連する法律を順守するものとします。

ハラスメントと差別の防止
Poly	は、違法なハラスメントも差別もない職場環境を目
指しています。私たちは、ハラスメント、差別、報復を禁止す
る地域や現地のすべての法律を順守します。Poly	のハラス
メント、差別、報復の禁止に関する方針は、多様性と包括
性のある、ハラスメントも差別もなく仕事のできる、グロー
バルな企業文化を促進するものです。	

ハラスメントや差別には、威圧的、侮辱的、敵対的な職場
環境を直接または間接的に作りだす、あらゆる種類の物
理的、視覚的、または口頭による不快な行為が含まれます。
「ハラスメント」の定義は地域によって異なりますが、たと
えば、他者に対するセクシャル	ハラスメントや侮辱的な言
葉や冗談のほか、人種、民族、性別、宗教に対する中傷、下
品なコメント、威圧的または脅迫的な行為、敵対的な行動
などがあります。	

リーダーの役目

「私たちは、全人類を
尊重し、さまざまな文化

や視点を積極的に 
受容しています」

自分自身または同僚が何らかのハラスメントを受けたと
思われる場合や、差別的な行為や嫌がらせと思われる行
動を見聞きした場合は、人事部門または倫理ホットライン
に状況を直ちに報告してください。Poly	は、自由にコミュ
ニケーションができる文化を重視しており、ハラスメントの
疑惑を善意で報告した人が報復を受けることはありませ
ん。指摘された懸念を迅速かつ客観的に調査し、適切に対
応します。

多様性と包括性
そしてその実現には最高のマインドが必要です。最高のイノ
ベーターであり、既成概念にとらわれない発想の持ち主で
あり、自発的な人であり、実行力がある人です。Poly	の従
業員は、Poly	の戦略とビジネスを推進しています。私たち
は、全人類を尊重し、さまざまな文化や視点を積極的に受
容しています。Poly	の	IDEA	(包括性、多様性、教育、意識)	
は、私たちの存在と行動の中心にあります。Poly	では、誰
もが大きなことを考え、自由にものを言い、建設的に挑戦
し、多様な視点が評価・尊重される好奇心の旺盛な文化を
育成することを奨励します。そのためには、従業員が仕事
でありのままの自分を出せると感じることができなければ
なりません。Poly	では、Poly	を最高な会社にするため、可
能な限り最高の人材を魅了し、モチベーションを高め、維
持するよう努めています。そして、Poly	のリーダーたちは常
に帰属意識を生み出す方法を模索しています。	

私たちは、応募者の優秀さに基づいて採用を決めてお
り、雇用機会は均等です。性別、性同一性やその表明、人種、
年齢、宗教上の信条、国籍、身体的/精神的障がい、家系、
肌の色、未婚/既婚、性的指向、従軍経験、DV/性的暴行/ス
トーキングの被害、健康状態、遺伝情報、適用される雇用
機会均等法によって認められているその他の保護対象クラ

スやカテゴリーなどにより、採用が左右されることはありま
せん。Poly	の文化を守り、個人を	Poly	チームの貴重なメン
バーとして扱うことに情熱を注ぎます。

詳しくは、雇用機会均等に関する方針を参照するか、人事
部門までお問い合わせください。

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Policy%20Prohibiting%20Harassment%20Discrimination%20and%20Retaliation.docx?d=wde8239067af3456e92be41e9c828cd2f
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Equal%20Employment%20Opportunity%20Policy.docx?d=wc94f3062924c44a3ba62e67b35af77bf
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「リーダーは、自分たちのビジネス、顧客、
チームの内外を熟知しています。短期的な
結果のために長期的な価値を犠牲にする 
ことはありません。リーダーは誠実に行動
し、資金を自分のお金のように使い、職務
役割、自身より POLY を優先します」
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贈答品および接待
Poly	は、ビジネス	パートナーとの関係を尊重しています。
適切な場合は、ビジネスの一環として、妥当な贈答品や
食事、接待を提供または受けることができます。ただし、ビ
ジネス上の意思決定または行為に影響することを意図し
た、または影響すると思われる申し出、支払い、贈答品とい
った価値のある物を、お客様、取引先、ビジネス	パートナー
等から受け取ってはなりません。同様に、私たちもそうした
支払いや贈答品を提供してはなりません。

贈答品が許可されていたとしても、贅沢、頻繁、または高
価な贈答品や食事、接待を提供することも受けることもし
てはなりません。出張および経費払い戻しに関する方針に
規定されている上限金額を順守し、この方針に規定されて
いる必要な事前承認を受けなければなりません。

営利事業環境で容認されることでも、政府との取引ではま
ったく容認されない場合があります。したがって、政府機関
のお客様や取引先との関係を統括する関連法や規制を慎
重に順守しなければなりません。また、政府の職員や国営
企業の職員に対してビジネス上の何らかの優遇措置をと
るとき、または優遇を受けるときは、法務部門から事前承
認を受ける必要があります。	

特定の支払いや贈答品が出張および経費払い戻しに関す
る方針を順守しているか不明な場合は、財務部門または
法務部門に問い合わせてください。あわせて、Poly	の利益
相反方針および反汚職方針も参照してください。

リーダーの素養
世界の反汚職と反贈収賄 
Poly	は、非常に高い倫理規範を培い、維持するよう取り組
んでいます。私たちは、いかなる形式であれ、贈収賄や汚職
に携わってはなりません。私たちは、賄賂を支払うよりも特
定のビジネスチャンスに参加しないことを選びます。ビジ
ネス上の意思決定に不適切な影響を与える意図を持って、
約束、提案、金銭、贈答品、価値ある物を提供してはなりま
せん。同様に、ビジネス上の裁定や不正な利益供与の見返
りとして、金銭、贈答品、価値ある物を要求も受領もしては
なりません。Poly	は、米国の海外腐敗行為防止法	(FCPA)	
や英国の	2010	年贈収賄法などの地域的または国家的
な反汚職法を完全に順守することを表明します。これらの
法律の条文と精神とともに、政府機関の汚職や商業賄賂
を禁止する、その他すべての法律を完全に順守すること
が、Poly	の方針です。	

私たちには、ビジネスを行っている各地域の反汚職法およ
び反贈収賄法を順守する責任があります。また、ビジネス	
パートナーや、Poly	のために仕事をしている第三者に、こ
れらの法律を順守することを求めます。政府の職員または
従業員が大きな利権を持っている事業において契約また
は同意をした場合は、法務部門に報告してください。	

この件に関する詳細および手引きは、Poly	の反汚職方
針に記載されています。違法、非倫理的、不適切、または	
Poly	の方針に違反すると思われる贈収賄、記録管理、内
部管理に関連する行為が疑われたり、そうした行為に気付
いたりした場合は、法務部門または倫理ホットラインに、状
況を直ちに報告してください。

https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG034%20Anti-Corruption%20Policy.docx?d=w8d00740185364c19a7940c1d87e7d064
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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自由で公正な競争
自由で公正な競争を保護し、市場の繁栄と競争を支援す
るため、ほとんどの国には、効果的な競争を阻害し、消費
者に損害を与える特定の商慣行を禁止する法律がありま
す。それらの法律の適用は広範囲に及ぶため、私たちはそ
れらの法律の精神と条文を順守するよう取り組みます。そ
れらの法律は多くの場合、Polyの販売代理店、再販業者、
ディーラー、お客様、競合他社との関係を規制します。Poly	
は、適用される公正競争法と独占禁止法で疑問の余地の
ある行為は、たとえそのように見えるだけであっても行わ
ないように努めています。違反した場合の刑罰は重いた
め、業務を遂行するにあたっては、それに留意する必要が
あります。

私たちは、お客様、その他ビジネス	パートナー、競合他社と
の関係およびコミュニケーションに注意を払います。Poly	
のチャネル	パートナーが競合製品を販売したり、Polyと競
合したりすることもあり、また、パートナー同士が競合する
可能性があることにも留意してください。私たちは、チャネ
ルパートナーによる談合または違法な行いを手助けして
はなりません。私たちは、団体が適切に設立されており、合
法的な目的があり、活動をその目的に制限している場合、
競合他社と業界団体や規格作成団体に参加することがで
きます。

原則的に、どのようなときもまたどのような状況にあって
も、価格、割引、その他の販売の条項または条件、利益また
は利益率、コスト、製品または地域別市場の割り振り、顧
客の割り振り、製造の制限、顧客または取引先のボイコッ
ト、入札または入札の意図に関して、競合他社と同意や和
合を結んではならず、またこれらの話題に関して競合他
社と討議したり情報を報告したりしてはなりません。同様
に、Poly	の再販業者は、価格などの独自の再販条件を自
由に設定できるため、Poly	製品の再販価格について、強
制や強要を行ったり、または多くの司法管轄区で再販業
者との契約を締結したりしてはなりません。場合によって

は、Poly	の法務部門により事前に書面で明示的に承認さ
れた合法的プログラムにおける、非競合製品に関する競
合他社との真正の売買であれば、これらの規則の例外が
認められることもあります。競合他社間の談合は違法であ
り、その違反が	Poly	および関与した人物に深刻な結果を
生じさせることになるため、それらの禁止事項に厳格に従
わなければなりません。	

「独占禁止法」、「公正競争法」、「消費者保護法」として知
られるこれらの法律の精神は分かりやすいものの、特定の
状況への適用は非常に複雑になる場合があります。その
ため、Poly	がそれらの法律を完全に順守できるよう、私た
ちそれぞれがそれらの法律の基本知識を身に付けておく
必要があります。疑わしい状況が生じた際は、Poly	の法務
部門が早急に関与する必要があります。

私たちは、参入しているあらゆる市場で積極的に競争し
ますが、常に公正、正直で、倫理的かつ合法的に競争しま
す。Poly	製品の機能を実演したり示したりすることは適切
なことですが、Poly	の製品または競合他社の製品を提示
するとき、誤解を招く広告やメッセージを使用してはなりま
せん。私たちは、私たちの強みに基づいて競争し、他社製
品の評判を不正に傷つけてはなりません。

利益相反
業務を行う際は、実際の利益相反またはその疑いについ
て規定している、Poly	の利益相反方針の制限内で行います。
実際の利益相反またはその疑いが生じるのは、個人の行
為、関心、関係が、従業員、管理職、または重役が	Poly	の
ために最善なことをする際の客観性、効力、判断力に抵触、
影響する、またはそのように思われる場合です。利益相反
は、従業員、管理職、重役の忠誠義務または行動が、Poly	
と他社	(競合他社、取引先、お客様など)	で相反する場合に
生じることがあります。また、Poly	の商取引で、従業員、管
理職、重役が、当人	(またはその親族や重要な他者)	の個
人的な利得や利益につながる意思決定に影響を与える立
場にある場合に生じることもあります。たとえば、従業員、

管理職、重役、またはその親族が、Poly	が取引を行う会社
に相当の所有権を持つ場合、または	Poly	の取引に関わっ
た結果、またはこのような従業員、管理職、重役の	Poly	に
おける立場ゆえに、従業員、管理職、重役、またはその親族
に対し第三者からキックバック、賄賂、高価な贈り物、特別
な配慮が提供された場合、個人的な利得が生じることが
あります。

Poly	と第三者	(人物または組織)	との取引に影響力を持っ
ている場合は、利益相反が生じないよう、実際の、または潜
在的な利益相反が発生する可能性について、法務部門に
報告することが重要です。

Poly	の利益相反方針に従えば、Poly	の利益に相反する、
または	Poly	に最高の役務を提供する義務および能力を
妨げる可能性がある行為、同意、投資、または利害関係を
避けることができます。利益相反が存在するかどうか不明
な場合、法務部門にさらに詳細な情報を問い合わせて明
確にするようにしてください。

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/g/comms/plantronics-policy-library/EZSbnOEXZYhHkQdttkyvywkBIaAoN84M9XNaSpOhYcpEfw
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財務の整合性、記録の保存、倫理に関する違反行為
の報告
Poly	は株式会社として、米国証券取引委員会への届出、
米国以外の国の法律で定められた届出、および	Poly	の行
うその他の公的なやり取りにおいて、経営状況や財務状況
の、十分に完全で、公正で、正確で、時宜にかなった、理解
可能な情報開示をする責任があります。財務情報の整合
性が、最も重要になります。Poly	の財務情報は、取締役会
と管理職の意思決定の指針となります。また、株主や金融
市場の拠り所となります。

Poly	の取引を、すべての重要な点において、時宜、正確、
公正に反映するために、帳簿、記録、会計を妥当な限り詳
細に記載しなければなりません。このような帳簿、記録、会
計は、承認を受けたシステム、アプリケーション、ソフトウェ
ア、プラットフォームを使って行います。承認されていないシ
ステム、アプリケーション、ソフトウェア、プラットフォームを、
このような帳簿、記録、会計に使用してはなりません。Poly	
およびその子会社は、方針への順守を確認および強化す
るため、社内会計管理手順のしくみを維持します。

私たちは、取引の実行と報告、取引に対する管理職からの
適切な承認の取得、Poly	の記録保持方針に従った適切
な文書の保持について、次の	Poly	の手順に従う責任があ
ります。これらの記録保存は、Poly	のその他すべての財務
方針に加えて、必要な要件です。いかなる従業員も適切な
内部統制のシステムを故意に実行しなかったり、帳簿、記
録または会計を改ざんしたりしてはなりません。正確かつ
公正に記録するというこの方針は、従業員の時間管理報
告書、経費報告書、その他の	Poly	の記録の維持にも適用
されます。Poly	の記録保持方針は、法務部門が発行した
すべての基準	(訴訟保留通知を含む)	を順守することを求
めています。

Poly	のいかなる従業員、管理職、重役も、Poly	の財務記
録の監査に対して、直接間接を問わず、妨げたり不適切な
影響を及ぼしたりしてはなりません。この規定に違反した
場合は、解雇を含む懲戒処分を受ける場合があり、また重
い民事および刑事罰を受ける可能性があります。

Poly	内で不適切または疑わしい取引、会計、監査実務、そ
の他の問題に気付いた場合や、Poly	の財務報告に関する
内部管理が不完全または不適切な場合、または、Poly	が
米国証券取引委員会への定期的な届出や、Poly	の行うそ
の他の公的なやり取りで、十分に完全で、公正で、正確で、
時宜にかなった、理解可能な開示を行っていないと思われ
る場合は、その問題を財務部門、内部監査部門、または法
務部門に直ちに報告してください。倫理ホットライン	(オン
ラインまたは電話)	を使えば、機密	(選択により匿名)	で報
告できます。この種のレポートは、取締役会の監査委員長
に提出されます。また、取締役会の監査委員会に直接、こ
のような問題を報告してもかまいません。

Poly	の従業員には、財務の整合性、法律違反、会社の方
針に対する違反について懸念を報告することが求められ
ます	(倫理ホットラインを使えば、匿名で報告できます)。違
法行為が発生しているという合理的確信に基づき、そのよ
うな事柄を善意で報告した者に対し、差別、報復、嫌がらせ
をすることは、厳格に禁じられています。

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx?d=w1622a7acacb64ed4a8a01cda4aa730bc
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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証券取引法 – インサイダー取引 
米国の証券取引法に基づく義務は、Poly	の世界中のすべ
ての重役、管理職、従業員に適用されます。通常業務にお
いて、Polyや他社の機密情報を知る可能性があります。こ
うした機密情報は、公開してはならず、「内部情報」とみな
すことができます。「内部情報」とは、公に開示されておらず、
投資家が証券を売買または保持する決定に重要となる可
能性のある情報です	(「重大な非公開情報」と呼ばれるこ
ともあります)。

機密情報その他の企業情報は	Poly	の所有物であり、Poly	
の証券を購入または売却したり、利益が得られるようその
情報を他者に渡したりすることで、個人的に利益を得ては
なりません。重大な非公開情報の不正使用は、本規範およ
び米国証券取引法に違反しています。	

インサイダー取引は犯罪であり、刑事と民事の両方の刑罰
が科される可能性があります。刑罰は重く、罰金、実刑判決、
差し止め命令、民事訴訟、解雇などがあります。また、従業
員、管理職、重役の違法取引やその他の不適切な行為によ
り、Poly	が罰せられることもあります。	

取引停止期間
Poly	は、役員、取締役、および一部の従業員に取引停止
期間を設けています。つまり、取引停止期間中に	Poly	の
証券を取引することはできません。取引停止期間がいつ開
始し、いつ終了するかを把握できるように、Poly	の法務部
門では、取引停止期間の対象になるかどうか、取引停止期
間の日付、取引の事前承認の対象になるかどうかを通知
するメッセージを送付しています。あなたが取引停止期間
の対象である場合、従業員持株制度の株の売却およびそ
の他の公開市場取引の売買は、公開株式取引期間に限り
可能であることに注意してください。期間中であっても、取
引は、重大な非公開情報を知っていない場合に限られます。
停止期間中の取引の停止は、市場取引のみならず建玉制
限またはその他の取引にも適用され、株式取引期間終了
前に実行されていない場合、取り消す必要があります。

私たちそれぞれと
POLY にとって、

インサイダー 取引違反が
発生しないことが重要です。

POLY のインサイダー取引に
関する方針とプログラムを

十分理解してください。
インサイダー取引、POLY の

取引停止期間、空売り禁止、
デリバティブの使用禁止、担保

差し入れ禁止、つなぎ売買禁止
に関する詳細と手引きが

記載されています。

重要な非公開情報を日常的に使用する従業員は、取引を
行う前に、最高法務・コンプライアンス責任者または指名
された人から取引の事前承認を受ける必要があります。状
況によっては、通常の取引停止期間中以外に取引を停止
したり、特定の個人に対し取引停止期間を延長したりする
場合があります。Poly	がこのような措置を行った場合、通
常以外の取引停止期間または特定の個人に課された取
引停止期間が終了するまで取引はできません。この場合も、
内部情報を知っていない場合に限られます。質問がある場
合は、法務部門までお問い合わせください。

POLY 株の空売り、デリバティブの使用、担保差し入
れの禁止
Poly	株の空売りはできません。空売りとは、Poly	の株価が
下落することにより利益を得る取引のことです。Poly	株の
プット	オプション、コール	オプション、担保差し入れ、つなぎ
売買などのデリバティブ	(Poly	が個人に付与するストック	
オプションは除く)	を使用することはできません。Poly	株を
マージン口座に入れることはできません。

サイドレターの禁止
Poly	の収益認識方針に、「サイド	レター」の禁止が規定さ
れています。サイド	レターとは、現在または過去の発注書
もしくは契約の条件を変更または破棄する旨の、顧客との
書面または口頭による同意のことで、財務部門または法
務部門に事前に報告されていない場合です。付帯条項が
あることに気付いたら、財務部門または法務部門に直ちに
報告してください。倫理ホットラインで匿名で報告してもか
まいません。

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2687/index.html
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政治献金とロビー活動
私たちは、政治献金に関する、すべての地域、州、連邦、外
国およびその他の適用法、規則および規制を完全に順守
します。Poly	の資金または資産は、Poly	の最高法務・コ
ンプライアンス責任者、最高経営責任者、または最高財務
責任者	(必要な場合は取締役会)	の事前の書面による承
認なしには、いかなる状況でも、政治運動や政党のため
に使用したり、献金したりしてはなりません。従業員、管理
職、重役が個人的に、時間的または金銭的な貢献をするこ
とまでは禁止しませんが、あたかも	Poly	が承認しているか
のようにしてはなりません。

寄付
Poly	の従業員は、生活し、仕事をしている地域社会によい
影響を与えるように努めている、良きグローバル市民です。
世界のさまざまな組織のために、ボランティア活動、助言、
献金をします。慈善的寄付に適用される法律、規則、規制す
べてを順守するため、Poly	の資金または資産	(払い戻しに
よるものも含む)	を、Poly	またはその代理が寄付するとき
は、寄付に関するグローバル方針に従って行います。寄付す
るときは、寄付に関するグローバル	ポータルを使用します。

メディア事業部
Poly	の最高経営責任者	(CEO)	は、Poly	のビジネスにつ
いてマスコミとのやり取りを行うために特定の従業員を任
命しています。マスコミからインタビューやコメントを求め
られたときは、各地の広報部門に報告してください。内容
が投資情報や株主に関する場合は、インベスター	リレーシ
ョンズ部門に報告してください。	

https://plantronics.sharepoint.com/insideplantronics/human-resources/SiteAssets/Global_Giving_policy_HW.pdf
https://poly.benevity.org/user/login
https://plantronics.sharepoint.com/sites/PublicAffairs/SitePages/Communications.aspx
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
http://investor.poly.com/?_ga=2.71907283.1953018804.1560790248-717139537.1552942380
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「リーダーは、大なり小なりお客様の
問題を解決します。お客様、チャネル
パートナー、チームと緊密に連携して、
革新的なソリューションを提供します
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一にお客様、二にお客様、三にお客様
私たちは、該当する法的要件、お
よび POLY が自発的に参加して
いる環境プログラムの条約によ
り定められている環境基準に従
って、環境と調和した活動に取り
組んでいます。以下はその例です。

• ソーラーエネルギー
• 温室効果ガス排出
• リサイクルの報告
• 水の保全
• 持続可能な建築物の建築
• プロダクトスチュワードシップ (製品の総合安

全管理)

POLY の企業文化
私たちは、倫理的に責任を持って行動することが、正しい
ことであり、正しい業務の遂行方法であると確信していま
す。Poly	が事業を行っているすべての地域の法律に厳格に
従います。非常に高いレベルの倫理観を持ち、財務の健全
性を保ちながら業務を行います。Poly	の行動規範は、倫
理、説明責任、誠実な行動といった、Poly	の企業文化の基
盤となっています。	

グローバル市民であること
私たちは、自分たちがより大きなグローバル	コミュニテ
ィの一部であることを認識し、地球、資源、人々の奉仕者
として意思決定を行います。私たちは、環境維持、社会責
任、お客様主導の品質への取り組みに誇りを持っていま
す。		Poly	の企業の社会的責任報告書	(CSR)	は、環境、社
会、ガバナンス	(ESG)	の問題を中心に、関係者や社会全体
にプラスの影響を与え、Poly	のビジネス価値を高めるとい
う継続的な取り組みを補強します。	

製造と調達に対する責任
私たちは、製品の製造や材料の調達に責任を持つよう取
り組みます。私たちは、こうした取り組みについて取引先
と情報を共有する必要があり、取引先行動規範を規定し
ています。この行動規範には、法律と倫理に則した責任あ
る方法で業務を遂行する際に、Poly	が取引先に何を期待
しているかが記載されています。取引先と協力し、コンゴ
民主共和国	(DRC)	から、紛争のない、部品や製品を調達
します。

人権
私たちは、すべての事業運営で、基本的人権を維持し、推
進する重要性を理解しています。Poly	のグローバル人権ポ
リシーは、私たちの業務、サプライ	チェーン、コミュニティ内
の個人の人権と尊厳を尊重することへの決意を反映し、国
連の世界人権宣言および労働における基本的原則及び
権利に関する	ＩＬＯ	宣言とそのフォローアップに記載され
ている原則を支持します。私たちは、取引先とビジネスパー
トナーも同様に、これらの原則を順守することを期待しま
す。Poly	の取引先行動規範は、これらの慣行を支持してお
り、サプライ	チェーン全体で人権侵害を最小限に抑えるよ
うに努めます。

環境維持
Poly	は、75	か所以上に	6,500	名を超える従業員を擁して
おり、該当するすべての法的要件と、Poly	が会員登録して
いるボランティア	プログラムの任務以上のものを達成する、
環境に優しいプロセスを維持するよう取り組みます。Poly	
の環境方針は、世界中の製品開発、業務活動、施設管理の
指針となります。私たちは、エネルギーと水を節約し、廃棄
物と二酸化炭素排出量を削減することを目指します。

お客様主導の品質
私たちは、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する
製品とサービスをお客様にお届けできるよう取り組んでい
ます。世界的な品質基準を順守し、製品を継続的に改良す
ることにより、お客様に最高のサービスを提供するとともに、
ブランドの評判を維持し、高めることができます。

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEGSCOC%20Supplier%20Code%20of%20Conduct.docx?d=w76b63c9c8c354eeb985bc1883b9dc06e
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-human-rights-final-051321-en.pdf
https://www.poly.com/content/dam/www/company/doc/poly-global-environmental-policy-final-033121-en.pdf
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「リーダーは、自分の仕事に
誇りを持ち、細部が重要である

ことを知っています」
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公正な取引 
Poly	は、従業員を公正に扱うとともに、お客様、取引先、
競合他社と公正な関係を保つように努めます。極秘情報
の不正な改ざん、隠匿、濫用、重要な事実の不実表示、そ
の他不誠実な行いにより、他者から不当に利益を得るよう
なことはしません。

顧客関係 
Poly	の一員として、お客様に価値を創出し、信頼に基づい
た関係を築くことができるよう行動することが重要です。私
たちは、長年にわたって製品とサービスを提供し、時間を
かけて大きな信用を築いてきました。こうした信用は、私
たちの最も重要な資産の	1	つであり、私たちは信用を保ち、
評判を高めるよう行動します。

取引先の選択 
Poly	が成功するうえで、取引先は重要です。取引先は合法
的かつ倫理的に扱ってもらいたいと考えており、取引先に	
Poly	と仕事をしたいと思われるような環境を築きます。私
たちは、ニーズ、品質、サービス、価格、条件、さらに、取引
先が合法的、倫理的、効率的にビジネスを行っているかど
うかに基づいて物品を選択し、購入します。取引先を選定
する際、性別、性同一性やその表明、人種、年齢、宗教上の
信条、国籍、身体的/精神的障がい、家系、肌の色、未婚/既
婚、性的指向、従軍経験、DV/性的暴行/ストーキングの被
害、健康状態、遺伝情報、適用される雇用機会均等法によ
って認められているその他の保護対象クラスやカテゴリー
などにより、差別することは決してしません。

水準を引き上げる

「POLY は、従業員を
公正に扱うととに、

お客様、取引先、
競合他社と公正な関係を

保つように
努めます」

Poly	の取引先は原則的に、Polyの競合他社を含め、あら
ゆる相手に製品やサービスを自由に販売できます。ただ
し、そのような製品やサービスが、Poly	独自の仕様に従って、
またはPolyの機密情報を使って設計、製造、または開発さ
れている場合は、Poly	との取引先契約の制限を受けます。

対政府関係および政府との契約
私たちは、政府職員および公務員との接触および対応を
管理するすべての適用法および規制を完全に順守し、業
務遂行の高い倫理、道徳、法的基準に従います。	

連邦政府、州政府、地方自治体といった行政機関と取引を
行う場合、適用される法的規則および契約上の要件は、民
間企業顧客に適用される規則よりもはるかに厳しくなりま
す。あらゆる取引において、非常に高い倫理基準を適用す
るとともに、適用法および規制	(政府との取引および契約
に関する具体的な要件など)、ならびに	Poly	のすべての規
範および方針を順守しなければなりません。私たちは、行
政機関との契約または下請け契約に規定されているすべ
ての条件、手続き、プロセスを順守します。

政府契約の下で業務を行う際は、行政機関との顧客関係
に適用される特別な規則や契約条件を十分に把握します。
たとえば、認証と表現の正確性、価格設定義務、連邦政府
機関の職員との交流、原産国要件等の問題を定めた規則
ですがこれに限りません。コンサルタント、再販業者、販売
代理店、取引先などの第三者に適用される契約要件を把
握し、第三者が要件を認識し、要件を満たすことができる
ようにします。行政機関との関係、行政機関向け販売、行政
機関との契約に関して不明な点があるときは、Polyの法
務部門に問い合わせてください。
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関税と輸入規制 
Poly	はグローバル企業として、事業を行う国の輸入規制
を順守しなければなりません。また、政府の税関局に対し、
正確かつ時宜にかなった申告を行います。	

	私たちは、すべての商業的出荷について、適切な申告を行
います。申告の対象としては、原材料、完成品、サンプル、機
械、工具、贈答品、報奨などがあります。Poly	の名義で出
荷される物品は商業的出荷とみなされ、申告の間違いや
不適切な申告があった場合は、Poly	がその責任を負いま
す。文書の改ざん、物品の密輸、脱法行為をしてはなりませ
ん。輸入や通関の手続きを早めることを目的に、不適切な
支払いをしてはなりません。このような支払いとしては、不
適切な利益供与や、手続きを「円滑化」または「スピード	ア
ップ」するための支払いなどがあります。正確かつ時宜に
かなった税関申告を行うことは、Poly	の評判にとって、ま
たPolyが事業を行う世界の多くの国で、輸入業者/輸出業
者としての特権を行使し続けることができるようにするた
めに重要です。	

製品の持ち込み 
製品を外国に持ち込む際は慎重を期します。通関手続地
で適切な申告を行わずに、製品、原材料、機器、試験装置、
工具、機械、贈答品、報奨を持ち込むことは違法であり、適
切に申告することが重要です。	

私たちは、適切な製品の申告プロセスが複雑であるからと
いって、国境を越えて自ら製品を持ち込むことは奨励しま
せん。また、輸入や税金、手数料などの支払いの手順は場
所によって異なり、面倒な場合があるため、個人のトランジ
ットや商品の時宜にかなった輸入に遅延が生じる場合が
あります。自分で持ち込むことはせず、Poly	の各拠点の出
荷部門および荷受部門を使うか、グローバル取引コンプラ
イアンス	チームに連絡してください。	

輸入の適切な申告 
Poly	自身も	Poly	とビジネスを行う者も、製品の出荷、取
り扱い、輸入に関する文書を改ざんしてはなりません。ま
た、各国政府の該当する関税法の順守に必要な正確で信
頼できる情報なしに、製品を出荷、取り扱い、輸入してはな
りません。	

経済制裁、テロ対策、経済的ボイコット
Poly	は、米国および	Poly	がビジネスを行っているその他
の国の通商法および規制を順守しなければなりません。た
とえば、米国の輸出管理規則の規定、米国財務省の海外
資産管理部が執行した、特定の国および個人についての
経済制裁プログラムなどです。Poly	は、直接間接を問わ
ず、テロ活動への関与も支援も一切行いません。米国が制
裁として課したのではないボイコットを米国企業が支援
することを禁じた米国反ボイコット法および関連規則を順
守します。

輸出規制 
米国やその他の国には、生活必需品、ソフトウェア、技術と
いった「物品」を輸出する国に関して規定した、輸出管理に
関する法律および規制があります。輸出規制は複雑で、外
国とビジネスを行う際、すべての国に適用されます。製品
が規制対象かどうか不明な場合は、グローバル取引コンプ
ライアンス	チームに問い合わせてください。米国で作成さ
れたソフトウェアは、米国外で複製および梱包された場合
でもこれらの規制の対象になります。状況により、米国内
にいる外国人に対して行われる、技術データを含む口頭で
のプレゼンテーションに、輸出規制が適用される場合もあ
ります。Poly	とビジネス	パートナーは、グローバル取引コ
ンプライアンス	チームおよび法務部門の書面による特別な
承認がない限り、禁輸または制裁措置を受けている地域
に対し、製品または技術のマーケティング、サービス、販売
を行いません。	

Poly	製品またはその他の製品の輸出が禁止されている
国や、製品を出荷するために政府の認可が必要かどうか
に関して、グローバル取引コンプライアンス	チームが指導
します。	

技術、設計、開発物の輸出 
技術	(図面、ソース	コード、アルゴリズム、暗号化された機
能、その他技術情報など)	の輸出は、国家安全保障、外国
政策、テロ対策に関する法規の対象です。規制の対象また
は輸入制限の対象になっている外国人や国に技術を供与
するときは、グローバル取引コンプライアンス	チームに事
前に相談してください。機密保持契約は、技術、設計、開発
物の供与に書面による許可を定めてはいません。
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「リーダーは、自分たちが
やると言ったことをやり、

お互いを尊重し、お互い
を支え、お互いに責任を

課します」
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機密情報および専有情報
私たちの機密および専有情報は貴重な資産であり、私た
ちにはそれらを保護する責任があります。機密情報および
専有情報を、Poly	の業務目的のみに使用し、使用する際は、
機密情報および専有情報を保護します。	

機密または専有情報をインターネット経由で送信する場
合は、情報の不正流用を防止するために適切な措置を講
じるものとします。情報の保護としては、Poly	の情報の分
類と処理に関する方針に従った適切なラベル付け、保護、
安全確保、廃棄などがあります。また、機密保持契約に基
づいて	Poly	が正当に受け取った第三者の機密情報も対
象です。	

Poly	への採用時に、従業員、機密情報、発明譲渡に関する
同意書	(またはこれの前の同意書)	への署名を求められ
ます。この同意書には、機密保持に関する責任、前の会社
の発明品への対応、以前の雇用主から引き継いだ製品の
開示、発明権やその他の所有権のPolyへの譲渡が記載さ
れています。私たちには、非公開の	Poly	企業情報に関する
機密保持と信頼の義務があります。この義務は、クライアン
ト、お客様、取引先、Poly	のその他のビジネス	パートナー
の非公開企業情報にも適用されます。	

POLY の機密情報の開示
Poly	の業務を拡大するため、潜在的なビジネス	パートナ
ーに機密情報を開示する場合があります。ただし、このよう
な開示は、潜在的な利点と危険性を慎重に考慮せずに行
ってはなりません。あなたと	Poly	の管理職が機密情報の
開示が必要と判断した場合は、開示前に、相手に機密保
持契約に署名してもらう必要があります。機密保持契約の
詳細については、NDA	Central	までお問い合わせください。	

運命共同体

「POLY の機密情報
および専有情報は

貴重な資産でり、
私たちにはそれらを

保護する責任が
あります」

他者の機密情報の取り扱い
他者からその製品やビジネスに関する機密情報を受け取
る場合は、それらの当事者と締結した契約に従って行動す
るとともに、それらの当事者の機密情報を保護しなければ
なりません。私たちは、情報を提供する当事者と機密保持
契約を締結していない限り、第三者から提供された機密と
して表示されている情報を受け取ってはなりません。機密
保持契約が締結されたら、私たちは情報を受け取る目的
を達成するために必要な情報のみを受け取る必要があり
ます。さらに詳細な、または広範な機密情報が提供された
場合で、それが目的の完遂に必要ではない場合、拒否する
か、または直ちに返却する必要があります。

知る必要に応じた情報開示
Poly	の機密情報および他者の機密情報を、機密保持契約
に基づいて	Poly	の他の従業員やその他の関係者に開示
するのは、業務目標達成にその情報を知る必要がある場
合に限られます。	

競合についての情報
私たちは、競合他社の機密情報を取得、盗難、または違法
使用しようとしてはならず、また、機密情報について競合他
社に問い合わせてはなりません。Poly	は競合他社の退職
者を雇用していますが、前の雇用者の機密情報を使用も
開示もしないという義務を認識しており、尊重します。	

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Information%20Classification%20and%20Processing%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/sites/bpflow/NDACentral/SitePages/NDA%20Central.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
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個人情報保護方針
個人情報保護方針を定めているのは、Poly	が収集するさ
まざまな種類の情報や、そうした情報に対する責任、さら
には個人情報を使って行うことと行わないことについて規
定するためです。Poly	には、個人情報に関して、選択、通知、
機密保護、アクセスする仕組みが用意されています。私た
ち全員が、他者の個人情報の誤用を回避するとともに、他
者の個人情報を保護し、Poly	の社内個人情報保護方針を
順守することに対して責任を負うものとします。Poly	のセ
キュリティに関する手順により、ユーザーの個人情報へのア
クセスと使用が制限されており、不正アクセスから個人情
報を保護するための措置を講じることが求められていま
す。これらの手順で定められている責任を認識するととも
に、データおよび情報の機密保持とプライバシーに関する	
Poly	の方針と、データ保護の準拠法により許可されてい
る場合に限り、個人情報の収集、使用、アクセスを行います。

私たちは、世界のプライバシー法が急速に変化している
ことを認識しており、さまざまな法令のあらたな進展を把
握するよう合理的な努力をしています。このような法令と
しては、米国ではカリフォルニア州消費者プライバシー法	
(CCPA)	など、ヨーロッパではEU一般データ保護規則や		
eプライバシー規則案などがあります。Poly	が事業を行っ
ている地域のプライバシー法、データ保護法、反スパム法
もそうです。個人情報保護方針に重大な変更があったとき
は、Poly	の	Web	サイトを使って個別に通知されます。私た
ちは、個人情報の誤用が懲罰のほか、民事と刑事の刑罰の
対象になることを認識しています。

Poly	の社内個人情報保護方針の影響を受けると思われ
る情報へのアクセスや使用についてご質問がある場合は、
法務部門までお問い合わせください。	

著作権の基準
私たちは、他者の作品を保護する著作権法を尊重してお
り、著作権侵害に携わってはなりません。出版物、写真、ま
たはその多くの部分を複製および配布するときは、事前に
その発行者の同意を得なければなりません。出版物を複
製してよいかどうか疑わしいときは、法務部門に相談してく
ださい。

POLY の資産の保護
私たちは、Poly	の資産を保護し、効果的に使用しま
す。Poly	のリソースおよび財産	(時間、資材、設備、専有情
報など)	は、自分または他者の個人的な利益のためではな
く、Poly	の業務のために使用しなければなりません。

物理的アクセスの管理
Poly	には、物理的アクセスの管理に関する手順が用意さ
れています。その目的は、通信のプライバシーを認め、Poly	
の機器のセキュリティを維持し、Poly	の資産を窃盗、不正
使用、破壊から保護することです。私たちには、Poly	のすべ
ての地域拠点で、該当するアクセス管理レベルを順守する
責任があります。

POLY の資金
私たちひとりひとりに、私たちが管理する	Poly	の資金す
べてに対して責任があります。Poly	の従業員以外の者が	
Poly	の資金に対して何らかの影響を及ぼすことを許容し
てはなりません。Poly	の資金は	Poly	の業務目的に限り使
用し、すべての経費は、経費報告書など正確かつ時宜にか
なった記録により裏付ける必要があります。Poly	の業務遂
行に伴って出張費や接待費が発生し、支払い費用の払い
戻し申請を行うときは、Poly	の出張および経費に関する
方針と反汚職方針を順守しなければなりません。	

https://www.plantronics.com/us/en/legal/privacy
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
http://www.plantronics.com/us/privacy/
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/WW-LEG035%20Internal%20Privacy%20Policy.docx?d=w3cc8a83d12244ffe8004f289487c1337
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:b:/g/comms/plantronics-policy-library/ESgJbu7Vdn1JgCgDmWfpnOcBpdCTlSg3idF7lcGfKhqDhA
https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B8D007401-8536-4C19-A794-0C1D87E7D064%257D&file=Anti-Corruption%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true
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POLY の電子システム
私たちは、Poly	に代わって所有、リース、運用されている
電子通信デバイスで送信、受信、保存される情報について、	
プライバシーを期待してはならないものとします。Poly	は、
地域の法によって許可される範囲内において、このような
情報に随時アクセスする権利を持っています。従業員また
は第三者の認識、同意、	承認の有無を問いません。

個人所有デバイスの使用
Poly	は、職務に関連する目的で従業員所有の	PC	やモバ
イル	デバイスを使用することを、合理的な程度まで認め
ます。使用するデバイスとしては、携帯電話、スマート	フォ
ン、PDA、ナビゲータ、タブレット	PC、デスクトップ	PC、ノー
ト	PC、ワークステーションといった電子機器などですが、サ
ポートやセキュリティ等に関する	Poly	の基準に適合して
いる場合に限られます。私たちは、Poly	の業務に使用する
個人所有の	PC/モバイル	デバイスを使って送信、受信、ま
たは保存される情報に関して、個人情報が保護されると
は限らないことを認識しています。個人所有の	PC/モバイ
ル	デバイスを使用する場合は、Poly	の利用目的制限に関
する方針を順守しなければなりません。	

Poly	は、個人所有の	PC	やモバイル	デバイスを業務目的
に必要な範囲で使用することを認めていますが、業務の
遂行または取引の記録に、許可されていないシステム、ア
プリケーション、ソフトウェア、プラットフォーム	(一時メッセ
ージング	システムなど)	を使用することは認めていません。
たとえば、WeChat、SnapChat、WhatsApp、またはこれら
と類似するアプリケーションを使って業務を行ってはなり
ません。財務記録、販売記録、Poly	のその他の記録はすべ
て、そのような情報の記録に	Poly	が許可したシステム、ア
プリケーション、ソフトウェア、プラットフォームに保存しな
ければなりません。

電子メールとインターネットの使用
職場での電子メールおよびインターネットの使用は、主に
Polyの業務に関連する場合に限ります。電子メール	シス
テムを使用するときやインターネットにアクセスするときは、
常に正しい判断をする必要があります。パスワードおよび
その他のセキュリティの備えがあっても、電子メールシステ
ムは機密でも個人用でもありません。従業員は、すべての
電子メールおよびインターネット	アクセスは	Poly	によるチ
ェックの対象になり、電子メールの使用または内容、インタ
ーネットの使用、会社のコンピュータ	ステムまたは関連機
器の使用を随時、Poly	の管理職が事前の告知なく監視す
る権利を有していることを認識してください。Poly	の業務
を行う際は、個人の電子メール	アカウントではなく、Poly	
の電子メール	アカウントを使用する必要があります。

Poly	の電子メール、インターネット、その他の情報システ
ムを使用する際は、規律を乱したり、他者を攻撃したり、仕
事に対する意欲に悪影響を及ぼしてはなりません。他者に
対するハラスメントまたは差別と解釈される表示または送
信は、固く禁止されています。

ソフトウェア
Poly	の業務を行う際は、PolyのIT部門が適切に入手し、ラ
イセンス付与されたソフトウェアのみを使用します。Poly	
は、他者の知的財産権を尊重し、違法または無断の、ソフト
ウェアの複製の作成も使用も容認しません。Poly	の	IT	部
門は、Poly	の機器を定期的に検査して、適切に入手し、承
認され、ライセンス付与されたソフトウェアのみがインスト
ールされていることを確認します。ライセンス付与されてい
ない/サポートされていないソフトウェアはすべて削除され、
場合によっては是正措置がとられます。	

ソーシャルメディア – 電子活動
ソーシャル	メディアを使用するときは、責任を持って行って
ください。Poly	の業務のためにソーシャル	メディアの使用
が承認されていない限り、ソーシャル	メディアを	Poly	の業
務に使用してはなりません。個人的に使用するときは、投
稿するコンテンツや意見は個人のものであり、Poly	の意
見ではないことを明記してください。Poly	の機密情報ま
たは	Poly	の業務に関係するその他の機密情報を開示し
ないよう細心の注意を払い、明示的な許可を得ることなく	
Poly	のロゴや商標を使用してはなりません。Poly	の利用
目的制限に関する方針に記載されているように、ソーシャ
ル	メディアを使用するときは、Poly	の資産、ブランド、評判
を損なわないようにしてください。ソーシャルメディアの方
針について不確かな点がある場合は、法務部門に問い合
わせてアドバイスを得てください。	

https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
https://plantronics.sharepoint.com/comms/plantronics-policy-library/Fuse%20Library%20Template/Acceptable%20Use%20Policy.pdf
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記録と情報の管理
Poly	の法務部門には、記録情報管理	(RIM)	プログラムに
ついて全社的な責任があります。このプログラムは、電子
記録などのメディア記録の作成、保管、保存、廃棄に対応
しています。Poly	の記録保持方針と記録保持スケジュール
は、適切な記録管理が行えるよう、あなたとあなたの部門
を支援するものです。	

Poly	の文書を破棄すると、特に、連邦法や州法などの法
律、規則、規制、未決請求、訴訟、関連する文書の政府によ
る調査の対象となるおそれがあります。文書の保存義務が
通知されているとき、あるいは訴訟や請求、政府による調
査、事案、その他の公的な手続きに関連して文書が必要と
なることが明らかな場合は、該当する書類を保存しなけれ
ばなりません。対象の文書としては、保存義務が通知され
ているすべての文書、法廷が採用する証拠の発見につなが
る可能性の高いすべての文書などです。そうした事案に関
連する分野の文書は、廃棄しないようにしてください。	

クレーム、訴訟、政府による調査、事件、その他の公的な手
続きに関連してあなたの担当分野の文書を保存すべきか
どうか分からない場合は、法務部門にお問い合わせくだ
さい。

本規範の条項の例外措置
取締役会または執行役員に対する本規範の条項の例外
措置は、取締役会からの書面による承認を得たのち、ニュ
ーヨーク証券取引所の法律または規則によって求められ
る範囲で、Poly	の株主にすみやかに開示する必要があり
ます。その他の従業員に関する本規範の条項の例外措置
は、Poly	の最高法務・コンプライアンス責任者、最高財務
責任者、	または最高経営責任者により書面で承認される
必要があります。

追加情報
本規範に記載されている内容が、雇用契約または雇用条
件となったり暗示したりすることはありません。Poly	にお
ける米国内の雇用は随意雇用です。つまり、原因のあるな
しにかかわらず、また事前の通知のあるなしにかかわらず、
従業員または	Poly	によりいつでも雇用関係が終了する
可能性があります。場合によっては、Poly	の一部の役員に
期間を定めた雇用契約を提供することがあります。そのよ
うな契約を結ぶ際は書面にする必要があります。随意雇用
が認められていない区域では、従業員は	Poly	と書面によ
る契約を行います。Poly	の許可された役員が締結した、書
面によるこのような雇用契約をした人は、随意雇用の従業
員にはなりません。

本規範の方針は、Poly	の方針の一覧も、Poly	による懲戒
処分の対象となる行動の種類の一覧も構成しません。

https://plantronics.sharepoint.com/:w:/r/comms/plantronics-policy-library/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B1622A7AC-ACB6-4ED4-A8A0-1CDA4AA730BC%257D&file=Corporate%20Records%20Retention%20Policy.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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私は	Poly	の行動規範を受領し、読みました。

私は本規範に記載されている規範、方針、手続きを理解し、自分の職位に関連してさらなる規範、方針、手続き、
法律、規則、規制がある可能性があることを理解しています。

私は、Poly	に雇用されている期間またはサービスを提供している期間を通じて、本規範を順守することに同
意します。

私は、本規範、または自分の職位に適用される法律上、規制上の要件の意味に関して不明な点がある場合に、
法務部門に相談するのは自分の責任であることを認識しています。また、法務部門に対する自分の質問が可
能な限り機密扱いされることを知ったうえで質問することを認識しています。ただし、調査を実施し、是正措置
を講じる、または適用法を順守するために必要である場合を除きます。そのような質問を誠実に行ったことで
自分が報復行為の対象とはならないことを理解して、質問を行えることを了承しています。

私は、この誓約書または本規範が、Poly	での自分の雇用または勤務の通常の条件と条項を変更することも、
またこれに優先されることもなく、雇用契約を構成しないことを認識しています。

さらに、Poly	の継続的な倫理プログラムおよび適用法の順守の一環として、本規範が	Poly	により一方的に修
正または変更される場合があることを理解しています。

	 氏名

	 署名

	 日付

電子署名または手書きの署名で、本規範の内容に同意してください。

同意書




