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従業員の皆さん

MARELLIの新しいグローバル行動規範をご紹介いた
します。
こ れ は 、私 た ちが 倫 理 的 で 責 任 あ る 地 球 市 民

（Global Citizen）として行動するために不可欠な要素
であり、どのように行動し、グローバルな企業文化を
築いていくかの大きな要素となっています。
この行動規範は、すべてのステークホルダーに適用
され、顧客、サプライヤー、地域社会、政府、従業員と
の関わり方の明確なフレームワークを示しています。
この行動規範は、私たちのコアバリューである「イノ
ベーション」「ダイバーシティ」「コラボレーション」「サ
ステナビリティ」「エクセレンス（モノづくり）」という本
質を示すものでもあります。
私たちは、責任ある事業活動を行い、誰もが尊敬さ
れ評価される多様性ある文化の構築をコミットして
います。人材こそが我々の強みでありイノベーション

を創出する源泉であることを認識しています。私たち
は、高い誠実性をもって行動するとともに、透明性と
誠実性がすべてのステークホルダーとの強固で永続
的な関係を築くための重要な価値である、と考えて
います。
この行動規範は、私たちを企業として写す鏡である
とともに、共通の倫理観を育む私たちの姿勢を示し
た貴重な資産です。世界中の仲間がこれらの原則を
順守し、日々の事業活動に従事する際に、この行動
規範に基づく責任を自覚し、行動して頂くことを強く
期待します。
よろしくお願いします。

Beda Bolzenius
President and CEO

MARELLI Group
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目的および適用範囲

行動規範が必要な理由

私たちの責務

マレリ行動規範は、マレリグループの全ての従業員が、最高
水準の誠実さを持って行動し、適用法を遵守し、私たちと私
たちが業務展開するコミュニティのためのより良い未来を
構築することを目指しています。
私たちマレリは、正しい業務のあり方を心がけます。時に
は、日々の業務の中で正しい選択をするための手がかりが
必要となる場合もあります。行動規範は、何が正解なのか
はっきりしない場合に判断を下す手がかりとなるものです。
職場は、私たちが暮らす世界と同じように絶えず変化してい
ます。成長と変化を重ねながら、日々、新たな課題が生まれ
ています。マレリグループの行動規範は、どの道を選ぶべき
か迷ったときの道しるべとなります。そして私たちの企業と
してのありようを映し出す大切な道具でもあります。マレリ
グループは、人権に関する国連（「UN」）宣言、国際労働機関（

「ILO」）規約、および多国籍企業のための経済協力開発機
構（「OECD」）指針を支持し、行動規範もこれら指針に適合
しています。

マレリグループは、社内ルールや法令を遵守するための活
動や行動の詳細を定める諸手続を継続的に整備すること
を推進します。
行動規範はマニエッティ・マレリCKホールディングス株式会
社の取締役会で承認され、マレリグループに属する全ての
会社とマレリグループで働く世界中の人 （々取締役、役員、
監査役、従業員（フルタイム、パートタイムを問いません）、契
約労働者、その他の非正規従業員を含む）に、社内外のステ
ークホルダーとの関係において適用されます。

私たちは、お取引先（お客さま、サプライヤーを含む）を始
め、すべての関係者が倫理観と透明性を持って業務に当た
り、その業務に責任を負うとともに、行動規範や適用法令に
従って行動することを期待します。私たち一人ひとりには、
常に適切な判断が求められています。

私たち一人ひとりが行動規範を読み、参照し、理解しなけ
ればなりません。違反の可能性が見つかった場合には対策
を講じ、疑問や懸念があれば支援を求めなければなりませ
ん。私たちが重んじるのは、誠実に取り組む姿勢です。行動
規範やマレリグループの方針に違反した者は、法律で認め
られる範囲で、解雇を含む懲戒処分の対象となります。かか

る違反行為は、適切な機能分野において公正かつ公平に
調査されます。
マレリグループは、数多くの国々で様々な法律の適用対象
となる業務をグローバル規模で行っており、これら現地の法
律を遵守する積極的な義務を負っています。行動規範と現
地法とが互いに矛盾抵触しなければ、両方を遵守します。
一方、特定の地域での法律や規則が行動規範より緩やかな
場合には、行動規範に従うものとします。
両者が矛盾抵触すると感じた場合には、担当の法務・コン
プライアンス部署にお問い合わせ下さい。

注：行動規範が適用される「マレリグループ」には、マレリ株
式会社およびその財務諸表上の子会社並びに関連会社の
ほか、グローバルコンプライアンスオフィサーが別途指定す
る会社が含まれます。

マレリグループの行動規範は、どの道を
選ぶべきか迷ったときの道しるべとなり
ます。

私たち一人ひとりには、常に適切な判
断が求められています。

1 「監査役」とは、日本の会社法第2条第9号で規定される者をいう。

行動規範
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上司の責任

効果的なコミュニケーション

マレリグループは、社内外の関係を継続し高水準での事業
を保証する上で、率直で明確かつ効果的なコミュニケーショ
ンが極めて重要な役割を果たすと考えています。開放的で
双方向のコミュニケーションを容易に行える風土の形成は、
私たちの継続的な成功への鍵となります。私たちは、経営層
と従業員との相互理解に加え、マレリグループとステークホ
ルダー、お客さま、業界、そして社会全般との間の相互理解
の促進に努めています。更に、透明性と誠実性は各自が責任
を負うべき価値である一方、継続的な成功は、私たちの秘密

情報を保護し、事業の誠実さを維持するために一貫した方
法でコミュニケーションをとることのできる能力にかかって
いる、と考えています。

部下を監督する立場にある上司には、より大きな責任があり
ます。職場では倫理性を唱え、また部下が行動規範に違反し
たら責任を問われることがあります。そこで、以下を忘れない
で下さい：

-	 良き模範となること
 あなたは上司として、職場での倫理性を推進する固有の

役割があります。トップメッセージを出して行動規範への
コミットメントを示します。あなたの行動を私たちの価値、
そして倫理的行動へのコミットメントに反映することが重
要です。
-	 企業倫理の文化を推進すること
 助言を求め行動規範の違反の予兆を通報する重要性に

ついて、職場のメンバーに伝えましょう。そして問題があれ
ば自由な意見交換を促進し、懸念を抱いたメンバーの相

談にのりましょう。企業倫理に沿った行動をとった者は褒
め、真摯に通報または調査、監査に協力した者に対して不
利益取扱いをしたり、不利益取扱いを容認してはいけませ
ん。
-	 行動規範に精通すること
 自らを模範として率先しましょう。メンバーに適用される

行動規範、方針、法律、規則に精通しましょう。コンプライ
アンスの問題についてメンバーを教育し、疑問や懸念があ
ればいつでも相談にのることを伝えましょう。
-	 非倫理的な行動を報告すること
 非倫理的な行動の発見は、皆さんの報告にかかっていま

す。メンバーには、内部通報制度のことを、そして違反行為
に気づき、または疑いを持ったら声を上げる責任があるこ
とを、周知させましょう。

開放的で双方向のコミュニケーションを
容易に行える風土の形成は、私たちの
継続的な成功への鍵となります
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お客さま第一の精神の下、お客さまから寄せられる信用と
信頼を守るため、公正で正確な情報提供に努めます。

マレリグループの製品を搭載した自動車を運転される方々
は、自動車が安全に走行するものとの信頼の下でご利用に
なります。私たちに寄せられる信頼の大きさを肝に銘じ、製
品の品質と安全性を何よりも大切にしなければなりませ

ん。私たちは、製品が安全性に関わる適用法や要件に適合
するとともに、品質や持続可能性に対するお客さまの期待
に添えるよう確固たる体制を築きます。

競争は健全な市場に欠かせない要素です。自由で開かれた
公正な市場を支持しており、それゆえに競争促進の法令を
遵守します。
競争法は、自由で開かれた市場づくりの一助となることを

目的に制定されています。私たち全員が、こうした法律を遵
守するとともに、競争を制限または抑制しようとしたと見な
される行動は厳に慎む責務を負っています。

マレリグループの製品は世界のさまざまな国々で使用され
ています。私たちは、グローバル企業として、取引が可能な
地域や取引相手を規制するさまざまな法律に従い、すべて
の輸出入法を遵守します。輸出管理と関税法は、マレリグル
ープが製品や技術を販売したり情報を交換することができ
る場所と方法を規制しています。マレリグループの方針は、
輸出管理と関税法および規制要件をすべて遵守することで
す。これらの法は、特定の国で事業を行うことを禁じたり、製

品または技術を輸出・交換するために事前許可を要求して
いる場合もあります。関税法は、正確な文書と製品に関する
適切な報告と査定を義務づけています。
また、私たちはボイコット防止法も遵守します。ボイコット防
止法は、外国 (米国以外) のボイコットへの参加を禁じ、事
業活動や人員に関する情報の開示を制限し、さらに情報請
求やボイコット参加要請に関する報告を義務づけています。

お取引先への責任

適切なお客さま対応

製品の安全性

競争法の遵守

輸出入取引の管理及びボイコット防止

行動規範
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優れた取引関係を築くことは、優良企業をめざすための重
要な要素となります。このため、お取引先とともに業務を進
めていくときには、倫理意識や透明性を確保する必要があ
ります。私たちは取引関係や評判を維持するうえで大切な
役割を担います。
お取引先は私たちのビジネスの重要な一角を占めていま
す。お取引先と連携して業務に当たる際には倫理的に行動
し、取引関係のあらゆる段階で評判を確実に維持する必要
があります。

機微に関わる情報または秘密情報の取得

私たちの事業を支えているのは、不公正な事業慣行ではな
く、「製品」の質とそこで働く「人」の質にほかなりません。お
取引先及び競合メーカーに関する情報の取得は、合法的、
倫理的に行われる限り、問題ありません。機微に関わる情報
や秘密情報を収集する場合、誠実さを貫き、違法あるいは
不適切ととられるような行為は厳に慎まなければなりませ
ん。

注：「機微に関わる情報」とは、見積価格、現在・将来の受
注・販売計画、生産能力・工場の操業状況、客先等との個別
の取引内容、各社独自の研究開発内容等のことをいいま
す。

贈り物・接待

節度ある贈り物のやり取りは、良好な取引関係づくりにつ
ながります。しかしながら、贈り物や接待のやり取りに当たっ
ては、適用法と会社の方針を遵守し、不適切であるととられ
るような行為は行わないよう細心の注意を払う必要があり
ます。

マネーロンダリング防止

マレリグループは、マネーロンダリングあるいはこれを促進
する活動、テロリズムその他の犯罪活動への資金提供を禁
じています。私たちは自社の取引を注意深く監視し、マレリ
グループの事業が違法な活動への支援に悪用されるのを
防ぎます。

私たちは、お取引先から信頼される企業であることに誇り
を持っています。倫理的な取引関係を維持できるように、自
らの役割を全うしなければなりません。

私たちは、事業活動が社会に及ぼす影響について注意を払
っています。私たちが事業を展開する地域に対して、腐敗・
賄賂その他の悪影響を及ぼすような行為は容認しません。
いかなる取締役、役員その他の従業員や代理人、代表者も、
直接的または間接的に賄賂あるいはその他の心付け（贈与
または謝礼を含むが、経済的価値が節度あるものとして国

際的に受け入れられ、適用法で認められ、行動規範および
全ての事業慣行と手続に合致した物は除く）を、マレリグル
ープの事業と関連していかなる時も、いかなる理由によって
も、提供、提供の申し出、要求、約束、承認、請求、または受領
してはなりません。

腐敗・賄賂行為の禁止

公平かつ公正な関係

私たちは取引関係や評判を維持するう
えで大切な役割を担います。

私たちは、お取引先から信頼される企
業であることに誇りを持っています。
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持続可能な事業慣行の採用を取引先と共有して推進･遂行
することは、マレリグループが変革していく上での中核をな
します。特に、マレリグループはサプライチェーンとの協力が
事業の成功に欠かせないと考えているため、お取引先との
統合チームとして事業を行うことを目指しています。

また、マレリグループは調達活動においても持続可能な事
業慣行に取り組んでいます。製品またはサービスを調達す
る際には、

- 支出の権限、社内承認及び許容される製品またはサービ
スの種類に対する制限に従って下さい。

- お取引先の選定は、製品およびサービスの品質と競争力
だけでなく、行動規範で述べている社会、倫理、環境面の
原則に忠実であることも基準として下さい。

マレリグループは責任ある調達を推進し、人権侵害につな
がると知りながら鉱物を使用することを控えています。この
取り組みには、現在紛争の影響を受けている高リスク地帯
からスズ、タンタル、タングステン、金（3TG）が指定されてい
る紛争鉱物に対する取り組みを含みます。
マレリグループは、行動規範で定めたこの原則をお取引先
が違反することを許容しません。

雇用機会の平等と尊重

マレリグループで働く全ての人々は、さまざまな経歴を持
ち、それぞれが独自の才能や物の見方で組織に貢献してい
ます。マレリグループでは、この多様性あふれる人々を誇り
に思い、誰もが成功のための機会を平等に与えられるよう
努めています。こういった人々の採用、訓練、昇進は、人種や
肌の色、性別、性的少数者（LGBT等）、言語、宗教、政治その
他の見解、国籍もしくは社会的出自、財産、障害、出生、その
他の地位を問わず、もっぱら資質と実績に基づいて行われ
ます。

多様性のある従業員等

私たちには、公正な扱いを受け、尊重される権利がありま
す。私たちは、嫌がらせやその他の不適切な行為とは無縁
の労働環境を維持します。脅迫的、差別的、屈辱的、または
不快な労働環境を生み出す一切の行為を容認しません。

私たちは、いかなる場所においても尊厳と敬意を持った扱
いを受けるに値すると信じています。事業を展開するすべて
の地域の雇用法を遵守し、マレリグループで働く全ての人々

の基本的人権を尊重します。また、全ての関係者にも、この
価値観を共有するよう求めます。

従業員等への責任

持続可能な事業慣行

従業員等の責任

注：本章では、マレリグループで働くすべての人々を総称して「従業員等」といいます。

人権の尊重

マレリグループでは、この多様性あふれ
る人々を誇りに思い、誰もが成功のた
めの機会を平等に与えられるよう努め
ています。

行動規範
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安全で健康に配慮した労働環境づくりは、豊かな社会生活
を営む上で欠かせません。私たちは、誰もが生き生きと働く
ことのできる「安全の文化」の促進に取り組んでいます。この
取り組みの一環として、健康と安全を脅かす恐れのある行

為を容認しません。また、私たちは特に適切な訓練と情報を
提供することで、従業員等の間での事故防止とリスク認識
の文化を積極的に促進します。

従業員はみな、事業の誠実性の原則に基づき、最も効果的で職業的な手法により、その業務や活動において行動規範を遵
守する責務を負っています。

私たちが卓越した文化を作ることができるのは、そのプロ意識と取組みです。マレリグループの職場で様々な技能や職責を
持つ従業員はみな、イノベーション、協力、多様性、持続可能性、エクセレンスという私たちの価値に忠実でありつつ、最高水
準の能力を発揮することが求められています。

従業員はみな、行動規範の諸原則を厳守しなければなりません。

会社の資産により私たちは毎日業務を効果的に進めること
ができます。会社の資産が業務の中で重要な役割を果たし
ている以上、私たちは会社の資産保護という役割を全うし
なければなりません。資産を守ることにより、今後も最良の
製品を生み出し、市場での競争力を維持することができま
す。

有形資産

有形資産とは、備品や工具、在庫など目に見えるものを指
します。有形資産に損傷や欠陥を生じさせたり、修理が必要
な状態にしたりすることのないように、大切に扱うことが求
められます。

情報の管理

管理すべき情報には、電子メール、インターネット接続、電
話機、コンピュータのハードウェア、ソフトウェアなどが含ま
れます。会社の資産を保護して適切に利用することは、私た
ち全員の責務です。

知的財産の尊重

知的財産の尊重とは、もっぱら事業目的のために知的財産
を利用し、会社の承認なしに第三者に開示しないことを意
味します。知的財産の例としては、会社の名称、アイデア、ロ
ゴ、特許、著作権などが挙げられます。私たちは、他者の知
的財産も尊重します。したがって、私たちは、いかなる第三者
の知的財産も、悪用したり侵害したりしません。

企業秘密の保護

企業秘密の保護は、私たち全員の責任です。口頭、書面を問
わず、いかなる方法でも漏らしてはなりません。

職場の安全衛生

会社資産の保護

会社への責任

私たちには、マレリグループとしての資
産を保護する責任があります。
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個人データの保護

事業運営を行う上で、マレリグループは大量の個人情報を
収集し、適用される全てのデータ保護法に合致し当社のセ
キュリティ方針とプライバシー方針により認められた場合
にのみ、この個人情報を処理します。そのために、マレリグル
ープは個人情報を処理するITシステムの選択と使用におい
て、高度のセキュリティを保証します。

私たちには、マレリグループとしての資産を保護する責任が
あります。資産の保護、知的財産の尊重、企業秘密の保護
は、私たちの競争優位を維持し、成功に必要な経営資源を
確保することにつながります。

私たちは、お客様、お取引先（サプライヤー）、従業員等の機
密性を尊重し、個人情報を管理するための措置を講じます。

したがって、個人情報を扱う際には細心の注意を払い、無断
開示の防止策を事前に講じておく必要があります。

私たちは、マレリグループへの忠誠心を持ち、会社の成功を
めざして努力します。私たちは、マレリグループの一員とし
て、マレリグループの最良の利益となるように意思決定し、
行動することが期待されます。マレリグループとの利益相反
が生じる行動をとると、自らの職務遂行に支障が生じかね

ません。また、マレリグループとの利益相反が生じているの
ではないか、と周りから思われるだけでも、マレリグループ
の評判が損なわれる恐れがあります。利益相反を回避し、ま
た利益相反が生じる立場を利用して個人的利益を図ること
を避ける、それは私たち全員の責務です。利益相反が生じる
状況、または周りから利益相反と思われる状況が生じたら、
上司、人事部署、法務･コンプライアンス部署か、その他利用
できる経路を通じて連絡しましょう。

SNSは関係づくりのツールとして優れており、友人や家族と
常に連絡を取り合える利点があります。ただし、SNSは適切
な判断の下で利用することが大切です。SNS上での発言は、

私たちの人となりや会社としてのイメージにそのまま反映
されます。

個人情報の保護

利益相反の禁止

SNSの利用

利益相反を回避し、また利益相反が生
じる立場を利用して個人的利益を図る
ことを避ける、それは私たち全員の責務
です。

行動規範



12

マレリグループの方針は、事業取引その他の企業活動に対
する適切な社内承認を保証する、実効的な内部統制システ
ムを維持することです。この内部統制システムにより、マレリ
グループは当局や広報関連で提出する報告書や文書を完
全で公正かつ正確に、時宜にかない分かりやすく開示する
ことができます。

この基準を達成するためには、従業員はあらゆる事業活動
の正確かつ完全な内部記録を保持し、お客さまやお取引先
との取引や合意に対する適切な承認と文書化を準備するこ
とが求められています。会社の記録は、マレリグループに帰
属する資産財産であり、適用される方針に従って作成し保
持しましょう。

正確な情報の開示

マレリグループの事業を成功に導くうえで、タイムリーかつ
正確な情報を株主や投資家に提供することが重要です。情
報の開示や公式見解の発表は誠実に実行し、株主や投資
家の信頼の維持に努めます。

適正な会計処理の遂行

企業としての義務を果たすうえで、正確な財務記録の維持
は不可欠です。財務取引は誠実に、かつ一般に公正妥当と
認められた会計原則に従って記録します。また、業務記録の
管理に当たっては、法律上、税務上の要件を適切に満たす
必要があります。

私たちは、各国の証券法に定められた責務を真摯に果たし
ます。当社を始め、お客さまやお取引先（サプライヤー）、競

合メーカー等に関する内部情報を利用して取引をしてはな
りません。

 適切な記録保持

株主・投資家

インサイダー取引の禁止

株主・投資家への責任
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社会への責任

自動車業界の一員として、私たちは良き手本となることを
信条としています。業務中、業務外を問わず、安全運転を心
がけ、交通法規を遵守し、交通安全の知識や安全運転の普

及促進に取り組みます。
交通規則を遵守して自他の安全に努めるという、責任ある
運転が求められます。

交通安全

私たちは、良き企業市民として地域社会から尊敬されるよ
う努力を重ねています。事業を展開するあらゆる地域で、人
々の暮らしの向上に努めています。私たちは企業として、そ
の目的のために持てる時間と能力と経営資源を投じます。
また、業務外の活動として地域貢献活動に参加することを
奨励・支援します。

マレリグループが行う慈善事業は、本社の機能の監督の
下、担当の現地管理職によりイニシアチブを執り行われるこ
とができます。支援すべきイニシアチブを検討する際、私た
ちは、一組織及び／又はイニシアチブを支援することで他
の従業員や地域社会が孤立したり傷つけられたりしないよ
う、配慮します。

企業市民・地域社会への貢献

私たちは、製品や事業から生じる環境への直接的、間接的
な影響を最小限にするよう取り組んでいます。

マレリグループは、関連法規及び規制要件を遵守しつつ事
業の環境面での功績を継続的に向上させるよう取り組んで
います。さらに、私たちは、車両効率を向上しトータルの二酸
化炭素排出量を削減できる製品の開発を奨励します。私た
ちは、企業として事業活動全般について環境面で責任を負
い、持続可能な社会の実現に貢献します。

環境の保全・保護

私たちは、企業として事業活動全般につ
いて環境面で責任を負い、持続可能な
社会の実現に貢献します。

マレリグループ方針は、政府当局あるいは外部機関からの
法令に基づく要請に加え、正当な権限に基づく要求および
訴訟での裁判所命令に対しては、適切に応じることです。提
供する情報は全て、誠実かつ信用性あるものでなければな

りません。合理的に予想され、または実際に係属しているか
に拘らず、要請･要求や命令に関連する情報を隠匿あるい
は破棄することは、認められません。

政府調査、訴訟

マレリグループは、事業活動においていかなる反社会的勢力
（暴力団員、総会屋など）と関わらず、反社会的勢力と関係

あると判明した場合には、即時にその者または団体とのあ
らゆる事業活動を解消するために適切な措置を講じます。

反社会的勢力の排除

行動規範
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報告および相談

行動規範や方針・手続、社内規程の違反が疑われる行為を
発見した場合、私たちには、別途現地法の定めがある場合
を除き、包み隠さずに報告する責任があります。

懸念事項を上位に報告するには、いくつかの選択肢があり
ます：

• 一般に、懸念事項をすぐに相談できるのは、直属の上司
です。

• 提起したい懸念事項に直属の上司が関わっていると思
う場合には、直属の上司より上位の上司に話すこともで
きます。

• さらに、法務・コンプライアンス部署に連絡することもで
きます。 

• 場合によっては、会社が提供する内部通報チャンネルを
用いて、匿名で気軽に報告することもできます。

私たちは、従業員や第三者が報告した懸念事項をすべて適
正に精査・調査します。違反行為の申立に関する情報は、経
営層によって適切に精査された後、申立内容に相応しいレ
ベルの調査が開始されます。違反行為が発覚すれば、それ
に関わった者の職位やその高低に拘らず是正措置が取ら
れます。

現地法で禁じられている場合を除き、通報や相談は匿名で
行うことができます。
そこで提供される全ての情報と通報／相談者の身元は、通
報／相談の対象となる状況を精査・調査する責任者、およ
び、是正措置を講じる権限を有する者と必要最小限におい
て共有されます。

行動規範に違反する可能性がある場合に問題を誠実に提
起した如何なる者に対しても、不利益取扱いをすることは
許されません。このような者に不利益取扱いを行った者に
は、最も重い解雇を含む懲戒処分が課されます。

報告および相談




