
 

  

 

LIVING 
OUR VALUES 

 

ネスレ スキンヘルス 

倫理規定 



 

 
皮膚、髪および爪の健康に関する 

科学的根拠に基づくソリューションの提

供を通じて、生涯にわたるQOLの向上

を目指す。 
 



 

 

02 
はじめに 
 
03 ネスレスキンヘルスの目的とビジョン 
04 CEO からのメッセージ 
06 我社の価値観 
07 倫理規定の適用対象者 
07 法、規則および社内規定の遵守 

08 
社員に対する責任 
 
09 内部通報 
09 多様性および社員の尊重 
09 健康および安全 

10 
会社、会社資産および株主への公

約 
 
11 秘密情報 
12 会社の資産の使用 
13 インサイダー取引 
13 知的財産権 
13 データプライバシー 
 
 
 
 
 

16 
患者、消費者、顧客および事業パ

ートナーへの公約 
 
17 医療従事者とのかかわりに関するグロー

バル規定 
17 製品の安全性およびモニタリング 
18 情報および製品販売促進 
18 独占禁止および公正取引 
19 賄賂および不正行為 
20 利害関係 
21 贈答品、接待およびその他の対価物 

22 
社会に対する責任 
 
23 共通価値の創造 
23 ステークホルダー 
23 グローバル・スキンヘルス・コミュニティ 
24 サステナビリティ 
24 イノベーション 
25 コミュニティ・イニシアチブのサポート 

26 
本規定の執行 
 
27 本規定の遵守 
27 本規定のガバナンス 

28 
不法または不適合行為の報告方法 

ネスレ スキンヘルス倫理規定 
 01 



 

1 
 

はじめに 

ネスレ スキンヘルス倫理規定 
 02 



1 はじめに 

 
 
 
 

ネスレスキンヘルスの 

目的とビジョン 
                  
 
 
皮膚は人間が有する最大の臓器です。身体
を守る保護層として機能し、外部とのかかわ
りに影響を及ぼします。 
その昔、皮膚は人類の生存にとってきわめ
て重要な存在でしたが、その能力や行動が
発展するに従い、基本的な機能以上の役割
を果たすようになりました。 
 
皮膚が健康であると他の人々とのかかわり
を容易にし、生活そのものに良い影響を与え
てくれます。皮膚は、人間が生活の中で遭遇
する過度な温度および汚染から身体を守っ
てくれます。また何を摂取したかも語ってくれ
ます。髪や爪と同じく、皮膚は私たちの体内
で起きていることを映し出し、健康全般を表
すものなのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
長寿化が進む今日では、私たちのニーズお
よび期待も変化しています。多くの人は年齢
を重ねても見栄えが良く、社会で活躍するこ
とを望んでいます。そして、年月を重ねても
健康な皮膚でありたいと望んでいます。そう
した望みを実現させるためには、各種予防
および治療を通じた健康な皮膚の保護、滋
養ならびに皮膚質改善、または健康な状態
に戻すための医療に注力する必要がありま
す。 
 
ネスレ スキンヘルスは、健康的な未来に貢
献することを目指しています。私たちのビジョ
ンは、皮膚、髪および爪の健康に関する科
学的根拠に基づくソリューションの提供を通
じた、生涯にわたる QOL 向上にあります。 
 
皮膚の保護、滋養、改善に加え、健康な皮
膚を取り戻すための治療を革新的な製品や
ソリューションを通じて行なっています。健康
な皮膚も傷んだ皮膚も対象とするこうした広
範囲な取り組みは、人生のあらゆるステージ
における生活の向上という我社の掲げるミッ
ションの基盤となっています。 
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スチュアート・レッツマン 
CEO ad interim of Nestlé Skin Health S.A. 

「正しい方法で、 

正しいことをする」 
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1 はじめに 

 
 
 
 
 
 
 
CEO からの 
メッセージ 
 
 
社員の皆さんへ 
 
ネスレ スキンヘルス倫理規定は、日常業務
での意思決定において、または複雑で難し
い状況に直面したときに、取るべき行動を示
した皆さんのガイドとして作成されました。 
 
我社の活動は多岐にわたるため、皆さんが
直面するかもしれないすべての事象または
決定事項を細部にわたって、網羅するのは
不可能です。ですから、我社の価値観に従っ
て行動し、患者様の健康を第一に考え、短
期的にも長期的にもネスレスキンヘルスにと
ってもベストな結果をもたらす行動を皆さん
にお願いしているのです。 
スキンヘルスに特化し、長期的にそれらを守
り抜いていくことが我社の重要な柱なので
す。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
我社の倫理規定は、グループすべての部署
にわたり、最も高い倫理基準を遵守すること
を明確に宣言するものとなっています。この
倫理規定はネスレ スキンヘルスにとって、
スキンヘルスを維持するための高品質のソ
リューションを通じた人々の生活向上を約束
した、倫理的かつ社会的な責任のある会社
として行動するための共通の価値観といえ
ます。我社の長年にわたる成功の源となっ
た価値観および行動を反映している本規定
を、全社員の皆さんが忠実に守ってくださる
ものと信じてやみません。 
 
「正しい方法で、正しいことをする」こと、最高
レベルの誠実さを守っていくことが、ネスレ 
スキンヘルス社員一人ひとりの責任なので
す。 
 
行なうべき仕事の重要性を認識するだけで
なく、その仕事を常に最高水準で行なうこと
に全力を尽くしていきましょう。 
 
スチュアート・レッツマン 
CEO ad interim of Nestlé Skin Health S.A. 
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1 はじめに 

 
 
我社の

価値観 
 
 
本規定には、我社の活動における指針、そ
して我社の成功に不可欠となる核心的な価
値観および理念がまとめられています。ここ
には、我社が社員の皆さんに共有してほし
い文化、価値観および理念のほか、我社で
マネジメントおよびリーダーとして成功するた
めに必要となる要素が記されています。我社
の価値観は、私たち自身、他者、多様性およ
び未来のために根差しています。 
 
私たちは、人間をあらゆる活動の中心に推し
ています。ネスレ スキンヘルスは、システム
よりも人間、製品およびブランドを大事にして
います。なかでも特に重視しているのが、社
員および消費者の健康です。我社は、スイス
をルーツとしその活動的な文化を支える以
下の価値観の遵守を実行しています： 
 
ステークホルダーに対する責任 
 
 個人、多様性、性別、文化および信念を尊
重する企業として活動する 
 
 患者様、医師および顧客と密な関係を築き
ながら、彼らのニーズを理解し、それらに
応える 
 
 品質、顧客満足および BtoB パートナーシ
ップの卓越した基準を確立し、管理する 
 

道徳および説明責任 
 
 倫理規定および医療倫理および義務論と
いう普遍の理念に基づく経営哲学を推進
する 

 
 品質、安全性および環境の尊重は厳守さ

れるべきものと認識する 
 
 法、会計基準および医師との関係に関す
る指針を遵守する 
 

サステナビリティ 
 
 環境に配慮し、我社と交流があるコミュニ
ティ、一般社会および株主に対して積極的
に貢献する 

 
 社員、テクノロジー、製品および健康に関
するソリューションの開発に投資する 

 
継続的改善 
 
 複雑さや非効率を削減し、役割および責
任を明確にする 

 
 コストおよび時間を削減するプログラムを
重視したプロジェクト管理を行う 
 
 スリムな構造、効果的なプロセスおよび堅
固なシステムに裏打ちされた成長を実現
する 
 

即応性および適応性 
 
 過去の発展に感謝し、基本を守り、イノベ
ーションおよび進化を受け入れる 

 
 改革およびイノベーションは卓越性のみよ
りも力強く持続可能であることを理解する 

 
 ミクロおよびマクロのトレンドに関する高い
意識を持ち、常にタイムリーかつ適切な行
動を心掛ける
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1 はじめに 

 

 
倫理規定の 
適用対象者 
 
 
この規定には、ネスレ スキンヘルスを代表
して事業を行うための、倫理的ガイドライン
および期待される事項が示されています。本
規定はネスレ スキンヘルスのすべての社
員に適用されます。 
 
本規定内の“ネスレ スキンヘルス”または
“我社”という言葉は、メディカル・ソリューショ
ン事業やコンシューマー・スキン・ヘルス事
業を含むネスレ スキンヘルスが行うあらゆ
る事業を指しています。 
 
私たちが直面する可能性のあるすべての問
題に本規定が対処できるわけではありませ
んが、正しい選択がはっきりとわからないよ
うな場合に、その指針および情報となるもの
です。共同販売会社、ベンダー、代理店およ
び臨床試験受託会社など、ネスレ スキンヘ
ルスの外部パートナーは、我社の事業を拡
大する機能を果たしています。我社のパート
ナーには、ネスレ スキンヘルスの業務支援
を行うにあたって、本倫理規定の精神を遵守
することが求められており、パートナーが本
規定に違反した場合には、我社はそのパー
トナーとの関係を解除する場合があります。 
 
外部パートナーを管理する者は、パートナー
に対して、本倫理規定によって禁止されてい
る行為を要求または推奨してはならず、本規
定ならびに関連するすべての法律および規
約の関連要件をパートナーに熟知させ、そ
のための指導を行う必要があります。たとえ
ば、ネスレ スキンヘルスまたはガルデルマ
製品の販売促進を行う外部パートナーへは、
規定に従って行動し、販売促進を行うための
正確で適切な情報を提供できるように十分
な学術的知識を持たなければなりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法、規則および 
社内規定の遵守 
 
 
我社はいかなる時も法を遵守します 
 
ネスレ スキンヘルスは、我社の事業に関わ
る法および規則の全面的な遵守を約束して
います。ネスレ スキンヘルスの社員は、適
用されるあらゆる法、規則および社内規定
（ポリシーおよび手順、SOP など）を遵守す
る必要があります。これらの社内規定は我
社特有のもので、法で求められているレベル
より厳格なものとなっている場合がありま
す。 
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2 社員に対する責任 
 
 
発信しましょう 
 
 
懸念に思うことがあれば発信しましょう 
 
ネスレ スキンヘルスは全社員に対し、自分

の見解および意見の発信、本規定に反すると

思われる、または不法もしくは非倫理的な慣

行や行動に関する懸念の提起を推奨してい

ます。詳細は、以下のセクション 7 を参照くだ

さい。 

 

多様性および 
社員の尊重 
 
 
我社は多様性を受容し、共に働く社員の権
利を尊重します 
 
ネスレ スキンヘルスは全社員が有する個人
の尊厳、プライバシーおよび人的権利を尊
重し、差別およびハラスメントのない職場の
維持を約束しています。社員は、出自、国籍、
宗教、人種、性別、年齢、性的指向を含む事
項を理由とした差別をしてはならないほか、
いかなる口頭または肉体的ハラスメントも行
ってはなりません。 
 
自分の職場が上記の理念に合致していない
と感じる社員は、人事総務部へ報告してくだ
さい。 
 
さらにすべての社員には、我社の患者、消
費者、同僚および事業パートナーの尊厳、身
体的および心理的誠実性を尊重することも
求められています。 
 
私たちは、ネスレ スキンヘルスが多様性お
よび社会的一体性を積極的に受け入れてい
ることを誇りに思っています。そして、共に仕
事を行う人たちが我社の見解を認識し、尊
重してくれることを願っています。 
 

健康および安全 
 
 
我社は社員の安全にコミットしています 
 
世界中の人々の QOL 向上およびより健康
的な未来への貢献を約束している企業であ
るネスレ スキンヘルスは、自社の社員、訪
問者および現場の請負業者の安全は絶対
に守られるべきものと考えています。 
 
社員 1人ひとりが、下記事項を行う必要があ

ります： 
 
 自らの行為によって、自分自身または他者
を危険にさらすことがないようにする 
 
 職場での健康および安全に適用される規
則を遵守し、安全で健康的な作業環境を
維持するために、予防策を講じる 
 
 職場で緊急事態が発生した場合、何をす
べきかを把握しておく 
 
 すべての事故に加え、作業環境の安全性
を危険にさらす可能性がある行為、物品等、
たとえささいな事項であっても、経営幹部
に報告する 
 

 直面した健康上または安全上の問題点に
ついて、上司、安全衛生管理者または人
事総務部長と討議する 
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3 会社、会社資産および株主への公約 
 

 
秘密情報 
 
 
我社は自身の秘密情報を尊重および保護
するとともに、他社の秘密情報を尊重します 
 
秘密情報とは、非公開または未公開の情報
です。秘密情報には、取引上の秘密、科学
データ、事業計画、消費者からの意見、技
術および製造上のアイデア、製品原材料、
デザイン、データベース、記録、社員の個人
情報、給与情報ならびに未公開の財務関連
情報またはデータを含みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ネスレ スキンヘルスの継続的成功には、
我社が保有する秘密情報の取扱に気をつ
け第三者に開示されないようにしなければ
なりません。上司の許可または法の要請が
ない限り、社員は秘密情報を開示してはな
りません。秘密情報を第三者に開示する必
要性の範囲は、法務部がレビューを行った
秘密保持契約書などで適切に明示される必
要があります。この義務は、雇用の終了後
も存続します。さらに、秘密情報の取扱い、
保管または送信を行う社員は特別な注意を
払い、意図せざる開示とならないよう最善を
尽くす必要があります。 
 
ネスレ スキンヘルスは、我社と同様に秘密
情報の保護に努める第三者の姿勢を尊重
します。サプライヤーまたは顧客などの第三
者がネスレ スキンヘルスと秘密情報を共
有する場合、それら第三者は当該情報をネ
スレ スキンヘルスの秘密情報と同様の注
意を払って取り扱わねばなりません。 
 
さらにパートナーについては、社員はあるパ
ートナーから受領またはその相手が保有す
る競争上の秘密情報を他のパートナーと共
有することがないよう徹底する必要がありま
す。そして可能な場合は、当該情報には競
争上の秘密情報である旨（“社外秘”など）
および当該情報を保有するパートナーを明
記しておかねばなりません。 
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3 会社、会社資産および株主への公約 
 

 
会社資産の使用 
 
 
会社資産に対して正直に報告し、資産の保
護に努めます。 
 
社員は、ネスレ スキンヘルスまたは第三者
の資産または財務報告に絡む不正行為ま
たはその他の不誠実な行為に決して従事し
てはなりません。そうした行為は懲戒処分に
つながるだけでなく、刑事責任を問われる
可能性もあります。 
 
ネスレ スキンヘルスの財務記録は、我社
の事業を管理し、関係各社（者）に対する義
務を果たす基盤となります。そのため、あら
ゆる財務記録は正確かつネスレ スキンヘ
ルスの会計基準に準拠している必要があり
ます。 
 

社員は、ネスレ スキンヘルスの資産を保護
し、適切かつ効率的な使用を心掛けねばな
りません。全社員は、ネスレ スキンヘルス
の資産を紛失、毀損、誤用、盗難、不正使
用、横領および破壊から守る必要がありま
す。これらの義務は、有形資産ならびに商
標、ノウハウ、秘密または専有情報および
情報システムなどの無形資産の両方を対象
としています。ネスレ スキンヘルスは、適用
法が許す範囲内で、メールおよび我社のネ
ットワークターミナルに保存されているその
他データの調査など、社員による資産の使
用状況を監視および調査する権利を留保し
ています。 
 
疑問がある場合には、財務部または法務部
までお問い合わせください。 
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3 会社、会社資産および株主への公約 
 

 
 
インサイダー

取引 
 
 
我社はネスレ社株式の売買に関するインサ
イダー取引規則を尊重および遵守します 
 
ネスレ スキンヘルスは、一般に公開されて
いない株価に関連する可能性がある情報を
根拠として、ネスレ社の株式または証券を
売買することを禁じています。違反者は懲
戒処分のみならず、刑事責任を問われる可
能性もあります。 
 
ネスレのインサイダー取引規則の解釈また
は適用性に関して疑問がある場合は、社員
は法務部に相談するものとします。 
 
 

知的財産権 
 
 
我社は知的財産権を保護します 
 
ネスレ スキンヘルスの事業は、特許、商標、
著作権、意匠特許、取引先の秘密および包
装、ラベルなどの知的財産権が基盤となっ
ています。知的財産権は、秘密情報とみな
されます。社員は、第三者の知的財産権を
尊重する義務を負っているのと同様に、ネ
スレ スキンヘルスの知的財産権を保護す
る義務を負っています。 
 
社員は、関連する部門長の許可なく、そして
適切な保護措置を講じることなく、ネスレ ス
キンヘルスまたはパートナーの知的財産権
をネスレ スキンヘルス外の人と使用または
共有してはなりません。  

 

データプライバシー 
 
 
我社は個人情報を尊重します 
 
ネスレ スキンヘルスは医療従事者、消費
者、社員、事業パートナーおよびその他の
個人のプライバシーを尊重し、これらの人々
の個人情報を保護します。 
 
個人情報を扱う社員は、以下の規則を遵守
する必要があります。個人情報の取扱には
公正かつ適法でなければならないとともに、
具体的かつ適法な事業目的に沿ったもので
ある必要があります。個人情報は適切に管
理されねばなりません。個人情報は、不正
なアクセス、処理および損傷から保護する
必要があります。 
 
個人情報（データ）そのものが必要とされる
場合は、状況に応じて適切に個人情報（デ
ータ）を利用可能としなければなりません。
また、必要に応じて当該個人情報（データ）
を修正、消去または遮断しなければなりま
せん。 
 
個人情報は、適切な保護措置を講じること
なく第三者または国外へ転送してはなりま
せん。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ネスレ スキンヘルス倫理規定 013 



3 会社、会社資産および株主への公約 
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4 
 

患者、消費者、顧客 

および事業パートナー 

への公約 
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4 患者、消費者、顧客および事業パートナーへの公約 
 
 
医療従事者とのかかわ

りに関するグローバル規

定 
 
 
我社と医療従事者との関係は、倫理的かつ
適切、そして専門的です 
 
我社と医療従事者との関係は、患者様のた
め、そして医療活動を向上させることを目的
としています。医療従事者との倫理的かつ
専門的な関係は、皮膚疾患の患者様を助
けるという我社のミッションにとって必要不
可欠なものです。 
 
我社と医療従事者との関係は、いかなる時
でも医療従事者と患者様との関係の健全性
を保護および尊重する必要があるとともに、
倫理的で適切かつ専門的でなければなりま
せん。いかなる方法または状況下であれ、
不適切または不適正な影響を与えるおそれ
があるものの提供または受領は禁じられて
いいます。 

 
ネスレ スキンヘルスのメディカル・ソリュー
ション・カンパニーであるガルデルマは、医
療従事者とのかかわりに関するグローバル
規定を策定しています。これは、製品の販
売促進や医療従事者との関係に関する理
念および指針をまとめたものです。グローバ
ル規定が定める範囲の活動に従事する社
員は、同規定の各条項を遵守しなければな
りません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

製品の安全性および 
モニタリング 
 
 
我社の製品を使用する人々の健康や快適
な暮らしは、我社が行うあらゆる事業の根
幹を成すものです。すべての健康製品には、
効果と同時にすべての人に副作用が起こる
わけではありませんがリスクが存在してい
ます。 
 
製品の全体的な効果がリスクに勝るよう、
安全上の懸念事項を特定し、評価し、これ
を最小限に抑えることが重要です。 
 
我社においては、製品の安全性の問題を速
やかに発見し、監督機関に報告し、評価、
決定、措置が確実に講じられることで患者
様および消費者の方々に貢献しています。 
 
我社では、定期的に安全性の問題をモニタ
ーし、検討、評価し、これを規制当局に伝達
する安全性に関する専門チームを組織全体
に割り当てています。 
 
メディカル・ソリューションの安全性評価は、
多数の患者によって製品が使用される承認
後のみならず、製品が承認される前の臨床
試験においても行われます。 
 
R&D および営業活動を含む、会社の全部
署のスタッフは、自らが知り得た有害事象を
報告するものとします。
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4 患者、消費者、顧客および事業パートナーへの公約 
 
 

情報および 
製品販売促進 
 
 
我社は正確な製品情報を保証します 
 
患者、医療従事者、顧客および消費者は、
我社製品に関する正確かつ完全な情報に
ついて我社を信頼しています。したがって、
製品情報には、最新の科学的および技術
的進歩が含まれていることが重要になって
きます。我社製品の完全なリスク対ベネフィ
ット評価ができるように、製品情報は正確か
つ公正であり、バランスが取れ、包括的で、
誤解を招くものでない必要があります。情報
は最新の評価および関連する全証拠に基
づくものであるものとします。 
 
メディカル・ソリューションを、承認適応症外
使用に販売促進することはできません。医
師が適応症以外に製品を使用することを決
定した場合、医師自身が医療上の責任の下
に行うものとします。製品の効能・効果は、
すべて添付文書と一致していなければなり
ません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
独占禁止および

公正取引 
 
 
我社は自由競争の重要性を信じています 
 
ネスレ スキンヘルスは、現行の事業環境で
競争し、いかなる時も独占禁止、競争およ
び公正取引に関するあらゆる適用法を全面
的に遵守する体制を整えています。そのた
め社員は、いかなる時も以下の規則を遵守
する必要があります： 
 
 商業政策および価格の個別設定、ならび
に公式または非公式、直接的または間接
的を問わず、競合他社またはその他の無
関係の団体との合意の禁止 

 
 ネスレ スキンヘルスと競合他社の間での
顧客、地域または製品市場の割り当て禁
止。ただし、公正な競争に基づくものはそ
の限りではない 

 
 顧客およびサプライヤーの公正な取り扱
い 
 

全社員、特にマーケティング、セールスおよ
び購買に従事する社員または競合他社と定
期的に接触がある社員は、適用される公正
競争規約を熟知しておく責任があります。疑
問がある場合には、法務部に問い合わせて
ください。公正競争規約に関する法的助言
および研修を受けることができます。 
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4 患者、消費者、顧客および事業パートナーへの公約 
 
 

賄賂および

不正行為 
 
 
 
我社はあらゆる賄賂および不正行為を許し
ません。 
 
社員は、公的または私的にかかわらず、第
三者から事業またはその他の利益を取得ま
たは確保するために、直接または仲介人を
通じて、個人的または不適切な金銭上もしく
はその他の便宜を提供または約束してはな
りません。第三者の優遇の見返りとしてこの
ような便宜を受けた場合にも不正行為とみな
されます。 
 
さらに、社員はそうした行為または試みに従
事していると見える、またはその疑念を生じ
させるおそれがある活動または行動を避け
る必要があります。社員は、受領者の意思
決定に影響を与えるための不適切な利益の
供与または授与は、たとえ相手が国家公務
員でなくとも、懲戒処分となるだけでなく、刑
事責任も問われる可能性があることを認識
しておかねばなりません。不適切な利益供
与は、近親者の雇用またはコンサルタント契
約など、受領者にとって価値があるものも含
む場合があります。 
 
我社は利益供与につながる支払いを行いま
せん 
 
ネスレ スキンヘルスの社員は、通関手続き、
ビザ、認可またはライセンスなどの日常的な
行政活動の確保または促進を目的とした国
家公務員または社員に対する贈賄のために、
第三者に対する支払いまたは第三者の利用
をしてはなりません。 
 
 
 
 
 

 
第三者の法令遵守 
 
ネスレ スキンヘルスは、第三者との取引に
留意し、決してそれらの相手を不正行為に従
事するために利用しません。我社は、サプラ
イヤー、サービスプロバイダー、ディストリビ
ューターおよび我社を代表して活動する第三
者に対して、誠実に活動し、適用される贈収
賄禁止法および本規定の贈収賄禁止条項
へ準拠するよう求めています。それらの第三
者は、慎重に選抜および監督されねばなり
ません。 
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4 患者、消費者、顧客および事業パートナーへの公約 
 
 

利益相反 
 
 
我社は常にネスレ スキンヘルスの最良の
利益を考えて行動します 
 
家族および親しい友人との関係は、私たち
の意思決定に影響を及ぼすおそれがありま
す。親密な個人的関係を含む事業上の意
志決定は慎重に行うことが重要です。 
 
自己の判断および行動に影響を及ぼす可
能性がある、または影響を及ぼすと考えら
れる立場に置かれた場合、たとえば、家族
がサプライヤーに雇われている場合などに
は、利害の対立が発生するかもしれません。
このような場合、社員がネスレ スキンヘル
スの最良の利益だけのために行為をなすこ
とが困難になる可能性があります。 
 
利害の対立は、その可能性だけでも、当該
社員や会社の評判を損なうおそれがありま
す。 
 
社員は、自身の利益と会社の利益の対立を
もたらす可能性を有するまたは生み出す状
況を回避する責任があります。 
 
利害の対立を防ぐためには： 
 
 親密な個人的関係にある者の採用もしく
は昇進の決定プロセスへの参加を避ける 

 
 第三者（ディストリビューター、サプライヤ
ーなど）の指名およびそれらの第三者が
親密な個人的関係にあるプロジェクトの管
理に関する意思決定プロセスへの参加を

避ける 
 
利害の対立を伴う、もしくは利害の対立につ
ながると思われる状況に直面した場合、ま
たは利害の対立の状況が発生した場合、上
司および／もしくは人事または法務部にそ
れらを報告して最善の問題解決策の発見に
協力するとともに、必要な場合は公正かつ
透明性の高い方法でその問題を解決しなけ
ればなりません。 
 
以下は、利害の対立となる可能性の（一部）
事例です： 
 
 個人的利益の享受を目的とした、ネスレ 
スキンヘルス社内での自分または他者の
地位の悪用 

 
 ネスレ スキンヘルスの競合他社またはネ
スレ スキンヘルスのサプライヤーでの雇
用など、社外の事業または取締役会への
参加または、発言などの活動は、利害関
係を生み出す可能性があります。 

 
 社員自身、その家族または自身と親密な
個人的関係にある者が関係する企業へ
のネスレ スキンヘルス事業の紹介 
 

社員は、ネスレ スキンヘルスが不利益とな
る可能性のある活動に決して従事してはな
らず、その業務において知り得た情報を個
人的に利用してはなりません。ただし、会社
がその追求を書面で放棄した場合はこの限
りではありません。
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4 患者、消費者、顧客および事業パートナーへの公約 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

贈答品、接待および 
その他の対価物 
 
 
我社は品質と実力のみで競争します 
 
贈答品、接待またはその他物品の提供また
は受領は、付き合いの一部または慣習の一
部としてよく見受けられます。しかし、これら
は事業活動に影響を及ぼすための不適切
な便宜として誤解されるおそれがあります。  
 
社員は、状況的に適切な場合のみ贈答品
や接待の提供または受領が認められ、そう
した行為が事業上不適切な影響や印象を
与えるおそれがある場合には、それらを受
領してはなりません。贈答品は高額なもの
であってはなりません。また、接待は合理的
なレベルを超えたものであってはなりませ
ん。 
 
社員には、その国で適用されている法律や

規定を厳格に順守することが求められてい
ます。このような規定がない場合、他者の目
に不適切な取引と映ることのないよう、現地
の慣習に従わねばなりません。疑問がある
場合には、上司または法務部から助言を得
てください。 
 
社員は、その金額にかかわらず、以下のい
ずれかの形態による第三者との贈答品の
提供または受領をしてはなりません： 
 
 現金 
 
 貸付金 
 
 キックバック 
 
 同等の金銭的便宜 

 
医療従事者との関係においては、特別な注
意を払う必要があります。“医療従事者との
かかわりに関するグローバル規定”セクショ
ンを参照ください。
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社会に対する責任 
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5 社会に対する責任 
 
 

共通価値の 
創造 
 
 
グローバルリーダーとなることは責任ある行
動を取る義務が生まれるだけでなく、社会に
対して長期的に優れた価値をもたらす機会
も生まれます。 
 
我社ではこれを共通価値の創造と呼び、我
社事業の隅々まで浸透させています。 
 
優れた株主価値の提供と人々の栄養、健康、
生活の改善をもたらす事業を築き上げるに
は、共通価値の創造が事業全体に対するア
プローチとなります。 
 
皮膚科学の未来を形成する一助として、業
界、学会、医療従事者、消費者や患者様と
強い絆を長期的に構築し維持するよう努め
ています。 
 
ネスレ スキンヘルスは長年にわたり、倫理
的な活動を行なってまいりました。社員の誠
実さ、知識およびスキルを結集させ、私たち
が生きる世界に対して積極的な貢献をして
います。そして、あらゆるステークホルダー
からの信頼を得、我社の事業およびコミュニ
ティを成長させることがその目的です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステークホルダー 
 
 
我社は日々、倫理的かつ透明性が高く専門
的な方法で世界中の多種多様なステークホ
ルダーと関係しています。ここには医療従事
者、医師会、患者集団、消費者、保健機関
および政府、世界的組織ならびに非政府組
織などが含まれます。 
 
ネスレ スキンヘルスが各ステークホルダー
から信頼のおける長期的パートナーと認知さ
れるためには、我社とそれらのステークホル
ダーとの関係はいずれも私たちの掲げる価
値観を具現化したものでなければなりませ
ん。 
 
 

グローバル・スキンヘルス・

コミュニティ 
 
 
我社は、世界中の医療従事者との緊密な連
携を通じ皮膚科学に関するグローバル・コミ
ュニティの構築および発展を長期的に行なっ
ております。世界中で実施している社会貢献
や教育はそれらのコミュニティに対する我社
の継続な責任を示す不可欠な活動となって
います。 
 
教育の振興は、我社における優先課題の 1
つです。スキンヘルスの発展に貢献する人
への投資や彼らのノウハウおよびスキルの
開発は、我社の DNA なのです。また我社は、
皮膚疾患に苦しんでいる人々の多くは日常
生活でその他の重圧を感じていることを理解
しています。そのため我社は、そうした人々
の生活がより快適なものとなるよう、可能な
限り活動しています。
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5 社会に対する責任 
 
 

サステナビリティ 
 
 
我社は環境に配慮し、自分たちが交流する
コミュニティ、一般社会および株主の皆さん
に対して積極的に貢献します。社員の皆さ
ん、テクノロジー、製品および健康に関する
ソリューションの開発に投資します。 
 
我社は、社員および顧客の健康と安全に留
意しています。また、安全な職場の維持なら
びに適用されるあらゆる法、規則およびネス
レ スキンヘルスポリシーの遵守に責任を負
っています。そして、環境的に持続可能な方
法での事業遂行ならびに環境に責任を負っ
た事業経営のためのシステム、プログラムお
よび手順の維持に努めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

イノベーション 
 
 
我社は、真に革新的な治療法や一般消費者
向けの製品、開発および市場投入が可能な
企業として世間に認知されています。我社の
モデルは、スキンヘルスの保護、滋養および
改善を通じて皮膚を健康にし、必要に応じて
健康な状態に戻すための治癒を目的とした、
研究開発および根拠に基づくソリューション
を基盤としています。 
 
スキンヘルス分野に対する我社の姿勢は、
皮膚生物学、生体工学、配合に関する専門
知識および消費者の洞察に対する知見に基
づいた、我社の専門家および科学者から構
成されるチームが毎年行っている新規特許
出願件数に反映されています。 
 
我社が世界各地に展開する最先端の研究
開発施設およびSHIELDセンターは、スキン
ヘルス分野におけるニーズの理解ならびに
テクノロジーと思想的指導者、研究者、医療
機関、学界、医師および起業家との積極的
なコラボレーションの融合による、画期的な
ソリューションの開発に寄与しています。
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5 社会に対する責任 
 

 
 
 

コミュニティ・イニシアチブ

のサポート 
 
 
ネスレ スキンヘルスは、公衆衛生の促進およ
び支援だけでなく、我社が事業を行うコミュニ
ティにおける適法かつ価値ある取り組みのサ
ポートを行なっています。 
 
そうした寄付および助成金は、不適切な便宜を
もたらすために使用してはなりません。また、ネ
スレ スキンヘルス製品の推奨または販売促
進のために提供してもいけません。あらゆる奨
学金、寄付、助成金および慈善寄付は、適切
に承認を得、書面化される必要があります。 
 
資金援助要請は、その効果ならびに適用され
る法、規則および業界基準に基づいて検討さ
れます。 
 
ネスレ スキンヘルスは、会社として政党また
は選挙候補者に献金することを禁止していま
す。  
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ネスレ スキンヘルス倫理規定 026 



6 本規定の執行 
 
 
 
 
 
 

本規定の遵守 
 
 
私たちは本規定を念頭に行動し、各条項を遵
守し、必要に応じて指針とします。 
 
各社員は、本規定に含まれるすべての条項が
全面的に遵守されるよう徹底し、必要に応じて
上司、人事総務部または法務部から助言を得
る責任があります。「正しい方法で、正しいこと
をする」こと、最高レベルの誠実さを守っていく
ことが、ネスレ スキンヘルス社員一人ひとりの
責任であり、他者に委任できるものではありま
せん。 
 
疑問がある場合には、社員は常に本規定のイ
ントロダクションに記された基本理念を指針とし
なければなりません。本規定の不遵守に対し
ては懲戒処分が科される場合もあります。解雇
もあり得ますし、正当な場合には訴訟手続きの
対象となる場合もあります。  
 
 

本規定のガバナンス 
 
 
本規定の理念は、ネスレ スキンヘルスの
ポリシーおよび手順にさらに詳しく記されて
います。本規定およびその実行組織の監督
は、ネスレ スキンヘルス執行委員会の責
任となっています。 
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不法または不適合行

為の報告義務 
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7 不法または不適合行為の報告方法 
 
 

 
 
 
ネスレ スキンヘルスは、不法行為やその可
能性を見つけた時は速やかに報告すること
を社員に求めています。不法行為とは、本
規定、我社ポリシーまたは法に違反するあ
らゆる行為を指します。社員は、不法行為を
見つけた場合は、以下のいずれかに報告し
なければなりません：上司、人事総務部また
は法務部メンバー（コンプライアンスチーム
メンバーを含む）。 
 
さらにこれら行為の報告に関しては、社員に
は上記報告が推奨されている一方、各国の
規則に従い、ウェブサイトまたは電話での報
告が可能なネスレ スキンヘルス・インテグ
リティ・リポーティング・システムも用意され
ています。このシステムは外部プロバイダー
によって運営され、各国の規則に従って匿
名での通報が可能となっています。この報
告プロセスを使用すれば、自らの身分を明
かさずに通報が可能になります。 
 
しかしながらネスレ スキンヘルスは、匿名
の報告があった場合、適宜、調査および検

討を行います。不法行為に関するあらゆる
報告を徹底的に調査し、かかる調査結果に
対処するために解雇などの懲戒処分を含む
適切な措置を講じるというのが我社のポリ
シーです。潜在的不法行為を報告する社員、
および潜在的不法行為に関する情報を提
供またはその審理もしくは調査をサポートす
る社員は、報復を受けないよう保護されま
す。 
 
ネスレ スキンヘルス執行委員会 
2016 年 9 月、ローザンヌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

私たちは皆、いかなる 
状況にあっても誠実に 

行動する責任が 
あります 
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