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日常の価値観
ハ ー レ ー ダ ビ ッ ド ソ ン 社 ビ ジ ネ ス 行 動 規 範
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1903年ウィリアム・S・ハーレー、アーサー・ダビッドソン、そして
ウォルター・ダビッドソンがアメリカ中西部のウィスコンシン州都
ミルウォーキーのダビッドソン宅裏庭の木造の小屋で1号のモー
ターサイクルを作り上げました。この手作りの第1台から始まり、
当社は世界でも最有力のブランドに数えられるまでに成長しまし
た。当社はビジネス慣行のみならず、各個人の日常における周囲
との接し方も包括する価値観と行動規範を礎としたグローバルな
会社です。

私達が企業として今日の地位にあるのは、正しい決断を下し、ハー
レーダビッドソンを正しい進路へと導いた先人たちの努力の結果
です。今度は私達がバトンを引き継ぎ、ビジネスにおいて正しい
決断を下す番です。それにより、お客様の期待を超える製品やサ
ービスを提供し続け、ハーレーダビッドソンの生きた伝統を守る
ことが可能になります。
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ハーレーダビッドソンの目的

ハーレーダビッドソンの価値観

ハーレーダビッドソンの行動規範

ハーレーダビッドソンの戦略の柱

ハーレーダビッドソンは人々の自由への欲求を満たします。

• 真実を語る
• 公正である
• 約束を守る
• 個々の尊重
• 知的好奇心を盛んに

• 誠実
• 責任
• チームワーク
• 創造力
• 多様性 

• 成長
• 継続的改善
• リーダーシップ開発 
• 持続可能性
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会長、社長および最高経営責任者
(CEO)からのメッセージ

ハーレーダビッドソンは世界数百万のライダーの心に強い情熱を呼び覚ます特別なブラン
ドであり、当社の従業員とお客様にとどまらず世界中のハーレーダビッドソンコミュニティ全
体の間に特別な絆が存在しています。 それには理由があります: ハーレーダビッドソンは情
熱的に使命に取り組む会社であると認識されているのです。従業員および取締役会のメンバ
ーも、この評価に忠実でなければなりません。

この重要な責務を果たす上で、従業員と取締役会のメンバー全員が頼れる適切な指針とし
て、長年の努力を経て培われた強力な枠組みが「日常の価値観： ハーレーダビッドソンビジ
ネス行動規範」です。

この行動規範にはハーレーダビッドソンの価値観が
反映されています: 
 • 真実を語る
 • 公正である
 • 約束を守る
 • 個々の尊重
 • 知的好奇心を盛んに

およびと期待される行動:
 • 誠実
 • 責任
 • チームワーク
 • 創造力
 • 多様性 

この行動規範は、意思決定は会社の「価値観」と「求め
られる行動」に基づくべきであるということ、また私た
ち全員がその重要性を理解することが不可欠であるこ
とを明確に示しています。これは日常業務において遭遇する、さまざまな状況において大変
役立ちます。ビジネス行動規範に関し不明な点があれば、あなたの上司、法務部、または人
事部にお問い合わせ下さい。

皆様のご尽力と積極的な取り組みに感謝致します。

 

Keith E. Wandell
会長、社長兼最高経営責任者（CEO）
Harley-Davidson, Inc.
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日常の価値観: ハーレーダビッドソン社のビジネス行動規範は下記の方全員に向けて作成さ
れたものです:

• 全従業員
• ハーレーダビッドソン社取締役会の役員
•  ハーレーダビッドソン関連子会社（ハーレーダビッドソンが管理権を有する会社） 下記の

会社はハーレーダビッドソン社の行動規範および関連ポリシーに順守することが求められ
ています。

•  ハーレーダビッドソンを代表する第三者（コンサルタント、請負業者、販売業者等） 行動規
範は当社従業員および役員用に記載されていますが、請負業者、コンサルタントやその他
のハーレーダビッドソン代理業者に対しても当社の道徳的基準の遵守が求められます。

•  また、当社はサプライヤーに対し当社サプライヤー行動規範に従った行動を求めています
（サプライヤー行動規範は、ハーレーダビッドソン社ウェブサイトのコーポレートガバナン
スのページと当社サプライヤー用イントラネットでご覧頂けます）。

「ビジネス行動規範」は、誠実で倫理的な行動、義務、説明責任を促進することを目的として
います。その対象範囲として、個人および業務上の関係において利益相反が発生した場合、ま
たはそれが疑われる場合の適切な対応方法の指針も含まれています。本行動規範は業務に
おいて意思決定が求められるさまざまな状況および活動に対処していますが、発生し得るす

べての状況を完全に予測するものではありません。また本行動規範には下記も盛り込まれ
ています。「ライトターンズ」（曲がり角の正しい選択）では、従業員がどのように倫理的な責

任あるいはコンプライアンスに基づいた意思決定をするべきか、事例を通して紹介されてい
ます。本行動規範は、その他のポリシー、手順および法令によって補完されますが、遭遇し得る
全ての状況が説明されているわけではありません。

特定の状況でどう行動すればよいか不安がある場合は、以下のような質問を自問自答してみ
てください:

•  自分の行動は、価値観と求められる行動と合致しているか?
•  自分の行動は承認された方針や慣行と合致しているか?
•  自分の行動は、ビジネス行動規範の精神に合致し、かつ法律を遵守したものであるか?
•  自分の行動は不適切と見なされる可能性はあるか?
•  自分の行動は、ニュースで取り上げられた場合喜べる行動か？
•  自分の行動は、友人や家族に知ってほしいと思える行動か?

さらなるガイダンスが必要な場合や、ある状況がビジネス行動規範に違反する可能性がある
場合、下記いずれかの問い合わせ先に相談して下さい:

•  上司 
•  人事部
•  法務部
•  ハーレーダビッドソン社コンプライアンス最高責任者兼法務顧問
•  当社が第三者に運営を委託しているビジネス行動規範ヘルプラインの報告ウェブサイト

および電話番号（「行動規範への違反の可能性がある行為の報告」を参照ください）。

概要



ガイダンスの依頼	
と懸念の表明
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行動規範への違反の可能性がある行為の報告
当社の伝統を守り、今後幾世代にも渡り引き継いで行くためには、私達一人ひとりが果たすべ
き役割を全うする必要があります。ビジネス行動規範への違反（または違反の可能性がある
行為）に関する情報を有する場合、それを報告する事はあなたの義務なのです。

報告の手順
あなたには、ハーレーダビッドソンの名声を守り、その将来を損なうような行為を防ぐ義務が
あります。倫理的な問題やコンプライアンスに関する問題を表明する事は、勇気を要します。
それが自らの同僚や配属されている現場に関わる場合は、なおさらです。しかし、ビジネス行
動規範やその他の会社方針、または法律や規制に違反している活動や行動、または違反と見
なし得る活動または行動について情報がある場合、あなたにはそれを報告する義務があり
ます。

ビジネス行動規範に反する違反の報告は、関係者の権利やプライバシーに配慮しつつ、全件
漏れなく調査が実施されます。違反を報告した従業員の身元を開示しない事が可能な場合も
あります。しかし、法令により、または適切な調査を実施するために、その情報の開示が必要と
される場合もあります。

ヘルプラインを通じ、ウェブサイトまたは電話からの報告、その他の非匿名の報告に対して
は、全て迅速な対応がなされます。

違反の可能性がある行為は、下記のいずれかの方法で報告することができます: 
• 上司へ連絡
• 人事部へ連絡 
• 法務部へ連絡 
•  ハーレーダビッドソン社コンプライアンス最高責任者兼法務顧問へ連絡、または
•  ビジネス行動規範ヘルプラインの報告ウェブサイトや電話番号を利用した連絡  

(次頁の追加情報を参照してください)
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第三者が運営するビジネス行動規範ヘルプラインの報告ウェイブサイトおよび電話番
号の利用方法
あなたの居住国および報告する違反行為の種類によっては、第三者が提供するサービス
を利用して、ビジネス行動規範への違反の可能性がある行為を報告することができます。
また、居住国によっては匿名での報告を選択する事も可能です:

 インターネットによる報告: 
 •  ビジネス行動規範への違反の可能性がある行為をウェブサイト 

www.h-dcodehelpline.comを通じて報告することができます。

 電話による報告: 
 •  米国内からの場合、855-318-5389 にダイヤルします(この番号は難聴者用機能であ

るTTY/TDYを備えています)。
 • 米国外からの場合、下記の番号にお電話ください:

オーストラリア 1-800-339276

オーストリア 0800-291870

ベルギー 0800-77004

ブラジル 0800-8911667

中国(Netcom)北部* 10-800-712-1239

中国南部** 10-800-120-1239

中国(Telecom)北部 10-800-712-1239*

中国南部 12-800-120-1239*

チェコ 共和国 800-142-550

フランス 0800-902500

ドイツ 0800-1016582

インド 000-800-100-1071

イタリア 800-786907

日本 (AT&T) 0066-33-11-2505

日本 (Integra) 00531-121520

メキシコ 001-8008407907

ノルウェー 800-15654

ロシア 8-10-8002-6053011

オランダ 0800-0226174

シンガポール 800-1204201

南アフリカ 080-09-92694

スペイン 900-991498

スイス 0800-562907

アラブ首長国連邦: 8000-021
軍部 - 米軍慰問団およびセルラー: 8000-151
軍部 - 米軍慰問団およびセルラー: 8000-161
続いて次の番号を入力: 1-855-318-53895389

イギリス 08-000328483

米国 1-855-318-5389

*中国北部: 北京市、天津市、黒竜江省、吉林省、遼寧省、山東省、山西省、河北省、河南省、および内モンゴル自
治区　　
**中国南部： 上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、広東省、広西、海南島、重慶
市、四川省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏、新疆ウイグル自治区が含まれます。
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違反の可能性のある行為に関して、ビジネス行動規範に基づいてあなたが行う報告や問い
合わせに対応する上で、個人的な情報をご提供頂くことがあります。その情報は、業務監督者
やハーレーダビッドソンの関連子会社における人事部や、法務部のスタッフに通知する必要
がある場合にのみ、共有される可能性があります。それら子会社の所在する国では、個人情
報保護があなたの居住国と同じ水準で提供されない場合があります。ご提供頂いた情報は、
法的に厳重な保護を実施します。詳細については、人事部または法務部にお問い合わせくだ
さい。

報復禁止に関するポリシー
あなたが信義に基づいて行った、不正行為の報告または倫理的な問題もしくはコンプライア
ンスの問題提起に対し、会社が不利益な措置を取ることはありません。あなたがビジネス行
動規範、ポリシー、法令、または規制に違反する疑いのある行為を通報し、違反行為であるこ
とが確定した場合、会社は該当する現地法、団体協約または当社の該当するポリシーまたは
規定に準じて、適切な懲戒処分を実施します。懲戒処分の内容は状況に応じて、口頭での警
告から、解雇または刑事訴追に至ることもあります。違反行為または倫理上の問題もしくはコ
ンプライアンスの問題を、信義に従い誠実に報告したことで報復を受けた疑いがある場合、
速やかにハーレーダビッドソン社の人事部、法務部、あるいはコンプライアンス最高責任者
に連絡するか、ビジネス行動規範ヘルプラインの報告ウェブサイトまたは電話番号を利用し
て報告してください。

ビジネス行動規範の適用除外について
ビジネス行動規範の適用除外が検討されるべき状況については、ハーレーダビッドソン社
の法務顧問に連絡してください。取締役や役員への免除については、取締役会の承認が必要
です。

目次に戻る
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企業機密情報 
従業員は、会社情報の機密および所有権を保全する責任を負います。

機密情報や知的所有権、革新的なアイディアは当社の価値ある資産
です。

企業機密情報とは、当社に関する情報の内、公知でない情報、社内にお
いて限定的に開示されている情報、または当社が機密情報として取り扱
うか、機密情報として指定する情報です。当社の企業機密情報には、営
業機密、価格設定、事業計画、新製品やサービス、発明、設計、手法、シス
テム、改善内容、重要な内部情報（インサイダー取引と全面開示の項を
参照してください）およびその他の法的に保護された情報が含まれま
す。特許や商標、版権、企業秘密を含めた知的所有権もまた価値ある資
産であり、慎重に取り扱う必要があります。

企業機密情報はビジネス遂行のためだけに用いる必要があり、個人利
益や他者の利益のためであってはなりません。こうした情報は、会社で
の職務のために合法的に必要とする者だけに制限する必要がありま
す。従業員がハーレーダビッドソンを退職する場合、非公開の情報が公
開されるまでは退職後も機密を保つ責任が存在し続けます。あなたの
業務の一貫として、サプライヤーやディーラーに関する情報を含む、他
者の機密情報を知り得る場合があります。こうした情報は当社の機密情
報と同様に慎重に取り扱う必要があります。

また、職務上で得た、同僚、お客様、またはステークホルダーに関する個
人が特定できる情報も、すべて企業機密情報であることを常に認識して
ください。こうした情報を、ハーレーダビッドソン社内において共有・伝
達したり社外の個人または組織に伝達することに対しては、様々な制限
があります。不明な点があれば、個人が特定できる情報を他者に伝える
前に必ず法務部に相談してください。

他者が所有する特許、商標、版権および企業秘密は尊重し、適正に取り
扱う必要があります。ソフトウェア、設計および音楽の使用許諾に関して
は、厳重なガイドラインが適用され、違法または不適切な使用には罰
則が課せられる場合があります。会社が所有するソフトウェアを複製し
たり、ハーレーダビッドソンが購入したソフトウェアを他の(自宅用コン
ピューターを含む)コンピューター、タブレットまたは携帯端末で使用す
ることは、複製や使用が許可されている場合を除き禁じられていますの
で、十分に注意してください。当社が所有しない音楽や、他者が商標登
録または著作権を所有する設計を使用するためには、使用許可を取得
する必要があります。

不明な点がある場合は、必ず法務部に相談してください。

ライトターンズ

•	 	ウィルは、会社が来年発売予定
の新製品について、モーターサ
イクル販売店から問い合わせ
を受けましたが、情報は一切提
供しませんでした。

•	 	マギーは、毎日帰社時に、会社
の戦略企画を含む資料を自分
の机の引き出しに入れ施錠し
てからオフィスを出ます。

•	 	ウコは、取引関係に入る可能性
のあるサプライヤーに対して当
社の企業機密情報を開示する
前に、必ず秘密保持契約書へ
の署名をお願いしています。

•	 	オマールは、トレードショーの
イベントへの参加中、今後のモ
ーターサイクルアクセサリー発
売に関する秘密企画について
尋ねられました。しかし、オマー
ルは情報の提供を断りました。



目次に戻る

12

当社の資産およびサービスの使用
当社の資産やサービスは個人利益のために使用すべきではありません。
ハーレーダビッドソンの資産の浪費や窃盗を防止するためご協力をお願
いします。

当社ポリシー（例えば電子コミュニケーションポリシー等）において具体
的に許可されている場合を除き、ハーレーダビッドソンが廃棄したアイテ
ム（「スクラップ」）を含む会社の資産を、個人的な利益のために着服した
り使用してはなりません。従業員には、ハーレーダビッドソンの資産を適
切に利用し、浪費や窃盗を防止することによって、当社の資産を保護する
責任があります。

当社のサービスやサプライヤーに関しても同様であり、その例として創造
的なデザインサービスやカフェテリアのケータリングサービスが挙げら
れます。他にも様々なサービスや資材が業務用に提供されています。

•	 	タメラは、同僚が高価なモータ
ーサイクルパーツを持ち帰った
ことに気づき、マネージャーに
報告しました。

•	 	トッドは、プロダクションフロア
で個人的な仕事を一切行いま
せん。

•	 	カインは、担当職務に関わりの
ない講座を大学で受講してい
ますが、宿題に取り組む際に
会社の紙、ペンやその他の事
務用品を使用することはありま
せん。

ライトターンズ
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コミュニケーション
ハーレーダビッドソンに関してコミュニケーションを交わす際は、必ず法令
および 当社ポリシーに従って行動してください。

電子コミュニケーション
テクノロジーは私達の生活において言うまでもなく不可欠な役割を果た
します。当社の電子通信システムは、社内外における正確な業務情報の
迅速な流れの促進、および業務の質とスピードの向上を目的として提供
されています。電子通信システムは会社の業務における使用を主な目的
としています。電子通信システムを使用する際は、当社のポリシーおよび
所定の手順、ならびに「価値観と求められる行動」に従って行動すること
が求められます。

•	 	アーロンは、会社のメールアド
レスに送られてきた不適切な
内容のメールを即座に削除し
そのようなメール送信を中止す
るよう送信者に連絡しました。

•	 	グレースはソーシャルメディア
サイト上で機密製品情報を含
む書き込みを発見し、速やかに
法務部に報告しました。

•	 	アリーは音楽のダウンロードデ
ータを会社のコンピューターに
バックアップしません。

ライトターンズ
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メディアからの問い合わせ、公式コメントおよび社外での発言
会社への誇りを表現したい気持ちは、時として情報を漏らす誘惑の原因
となるので注意が必要です。

ハーレーダビッドソンブランドについて語る事は—とりわけその形成に
実際貢献しているあなたにとって—胸躍ることかもしれません。しかし、
メディア、投資家またはその他外部者に対し無許可でコメントすること
は、自分自身とハーレーダビッドソンの双方をリスクにさらすことになる
ので避ける必要があります。少しでも迷いがある場合は、念のため共有を
控えてください。

会社あるいはあなたの職務をトピックとするスピーチの依頼を社外か
ら受けた場合は、RIDEイントラネットの社外発言プロセスに従ってくだ
さい。

投資アナリスト、株主あるいはその他の人からハーレーダビッドソン社の
株の動向に関わる質問があった場合は、IR部に対応を委ねてください。

メディアから質問を受けた場合は、コーポレートコミュニケーション部、
製品広報部、または当該地域もしくはサイトの広報責任者に対応を委ね
てください。

これらの手順を遵守することで、下記を徹底できます:
•  ハーレーダビッドソンを代表した発言において、最新の状況を正確に

反映し、かつ一貫性を保った情報を伝える。
•  デリケートな情報は一般公開の準備が整うまで社内にとどめる事で、

他企業に対する競争優位性を維持する。
•  上場会社に適用される米国証券取引委員会(SEC)の規則を遵守する。

•	 	業界誌から製造プロセスにつ
いてのインタビューの要請を受
けた際、ローリーンは、承諾す
る前に広報部に相談します。

•	 	ヨーロピアンバイクウィークに
出向中、キャロラインはテレビ
レポーターをメディア向けの製
品広報を会社公認で担当する、
ハーレーダビッドソンのスポー
クスパーソンに紹介しました。

•	 	カルロスは、ハーレーダビッド
ソンの年次報告書に記載され
ていない財務情報について、社
外からの問い合わせの電話を
受けました。その際、彼は投資
家関係部へ問い合わせるよう
案内しました。

ライトターンズ
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利益相反
ビジネス決定においては、会社の利益にとって最良の選択をして
ください。ハーレーダビッドソンとの利害相反を生じさせたり、当
社の利益にとって最良な選択を妨げるような状況、関係、または
取り決めは避けてください。

偏りなく公平に、かつハーレーダビッドソンにとって最も有益な
形で任務を遂行する能力が、個人的な利害(あるいは友人や家
族の利害)により妨げられている場合は、利益相反が存在してい
る恐れがあります。

「利益相反」という概念が実際何を意味するのかはわかりにく
いかもしれません。非倫理的な行為や不適切な行為が起こって
いない場合でも、利益相反が存在している可能性はあります。利
益相反と見なされる、利益相反の原因となる、または利益相反と
解釈される可能性がある状況や関係について、質問や確認が必
要な場合は、このリンク先で利益相反報告フォームを完了する
か、法務部に問い合わせてください。何も行動しないより、アドバ
イスを求めたり利益相反の可能性を開示する事が、本人にとっ
て最善の選択です。

利益相反が存在してもビジネス行動規範に違反しない場合もあ
ります。そのような場合は、例外的にルールの適用除外が正当
化される事があります。利益相反に関するルールの適用除外を
求める場合は、RIDEイントラネットあるいは当社一般用ウェブサ
イトの企業ガバナンスのウェブページにある利益相反プロセス
を参照してください。

•	 	ケイトと同僚2人は部門で空き
となっているポジションの候補
者数人の面接を進めています。
候補者の選択過程を開始する
際に、ケイトは候補者の一人と
交際中であることをマネージャ
ーに打ち明けました。

•	 	マリオは会社の最大級のサ
プライヤーの内の1社の株を
10,000株所有しています。その
ため彼は利益相反の可能性を
法務部に報告しました。

•	 	過去のビジネスの謝礼としてサ
プライヤーの代表者がスコット
をスポーツの試合に招待しまし
た。しかし、スコットはその招待
を断りました。

問題の回避
会社の利益に相反する、あるいは相反するように見える活動は避けてください。ハーレーダビッドソンの代表とし

て行動する能力が個人的な利害や関係により損なわれる状況を未然に防止してください。

ライトターンズ
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法の遵守(コンプライアンス) 
我々の目的は、公正さや誠実さといった概念を中核として含む法の精神を
推進すべく、法に則ってビジネスを展開する事です。

個々の従業員は、職務および担当領域ならびに居住国において適用され
る法律や規制に精通して、それらを遵守する責任があります。特定の法律
の適用について不明な点がある場合は、関連する決断を下す前に必ず法
務部にご相談ください。進めようとしているビジネス行動に法律違反の内
容が含まれているという報告を受けた場合には、当社の法務専門家の助
言に従う義務があります。

法律や規制から逸脱するような行為を依頼された場合、その旨を上司、
上層部メンバー、人事部または法務部に連絡する義務があります。さらに
法律や規制から逸脱するような行為を察知したり、通知を受けた場合に
は、それを報告する義務があります。

当社ポリシーではビジネスを展開する国々における全適用法の遵守が
定められています。当社の「ビジネス行動規範」で制限されているビジネ
ス行為が当該国で許容される場合は、当社の「ビジネス行動規範」（また
は当社のポリシー）に従うことが必要です。不明な点がある場合は、法務
部に相談してください。

さらに、ハーレーダビッドソンファイナンシャルサービス(HDFS)社を含む
一部のハーレーダビッドソン子会社や関連会社に対しては、本ビジネス
行動規範の制限より厳重な法律や規制上の制限が適用される場合があ
ります。本件について詳細情報やガイダンスが必要な場合は、法務部ま
たはHDFSのコーポレートコンプライアンス部ディレクターに問い合わせ
てください。

•	 	アリーは通常の埋め立て廃棄
物用収集箱に危険廃棄物が廃
棄されないよう常に確認してい
ます。

•	 	リンは他の似た区分方法への
変更によりハーレーダビッドソ
ンにとって大きなコスト削減が
実現できると知りながらも、所
定の方法に従って製品を区分
します。

•	 	クスブーは建物占有許可を更
新し続け、現地の規制に従って
適切な料金を支払っています。

合法な活動
当社では、ビジネスを展開する全ての国々において、国、州、自治体レベルのあらゆる法律の遵守を従業員に義

務付けています。あなたのビジネスに特定の法律がどう適用されるかについて不明な点がある場合は、法務部に
ご相談ください。

ライトターンズ
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インサイダー取引と全面開示
従業員はインサイダー取引と公正な情報公開に関して、連邦法に従う必要
があります。

当社の企業機密情報を保護(あるいは知る必要性のある者のみの間で共
有)する義務に加え、非公開の重要情報(非公開の財務業績、収益予測、主
要組織変革、生産予測、設備拡張・閉鎖、懸案中のリコール、新製品・サー
ビス、またはその他の事業関連の重要な出来事等株価に影響を与え得る
情報)に基づいたハーレーダビッドソンの株式の売買または他者への推
奨が禁じられている点に注意してください。

つまり非公開の重要情報を認識した上でのハーレーダビッドソンの株式
売買は、決して行ってはならないという事です。非公開情報が公開される
まで、ハーレーダビッドソンの株式に関わる取引は行えません。また、社
内外を問わず、相手が例え配偶者、家庭内パートナー、家族、友人、ディー
ラーまたはサプライヤー等であっても、非公開の重要情報に基づく社内
情報やアドバイスは誰に対しても一切提供してはなりません。

その他にも、取締役会のメンバーや特定の従業員がハーレーダビッドソ
ンの普通株に関わる一任取引を行うことが違法となる期間があります。こ
れら該当者はさらに米国証券取引委員会による制約、報告義務、そして事
前手続きの要件の対象となる場合があります。これらの制約、報告義務、
または事前手続きの対象者であると見なされた場合は、上司または法務
部から通知があります。

違法なインサイダー取引に対しては、刑事訴追を含む厳格な処罰が科せ
られます。ハーレーダビッドソン株の売買を予定しており、かつ自分が非
公開の重要情報を有しているのか否かに関する質問がある場合には、ハ
ーレーダビッドソン社の法務部までお問い合わせください。詳細につい
ては、RIDEイントラネットにある当社インサイダー取引ポリシーおよび重
要情報の公開の管理に関わるポリシーを参照ください。また、インサイダ
ー取引に関わる当該法律または当社ポリシーについて法務部にお問い
合わせください。

•	 	ローマンは、ハーレーダビッド
ソンが過去数年間に生産した
数多くのモーターサイクルモデ
ルを対象とするリコールの発表
が迫っているという情報を得ま
した。彼はその情報の公表から
2営業日の経過を待った上でハ
ーレーダビッドソンの株式の取
引を行いました。

•	 	財務部に勤務するジェシーは、
当社の公表前の四半期収益の
情報を教えて欲しいと友人に頼
まれました。彼女は情報提供を
断りました。

•	 	ハーレーダビッドソンの役員の
一人が、内部者取引の許可が
有効な期間中、ハーレーダビッ
ドソンの普通株の売付けを行
う前に、所定の許可を取得する
ため法務部に連絡しました。そ
の結果、証券取引委員会の指
定記入用紙の提出を迅速に完
了することができました。

ライトターンズ
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プライバシー 
当社は従業員のプライバシーを尊重し、従業員に対しても当社ステーク
ホールダーのプライバシーを尊重するよう求めています。

当社は従業員の個人情報の取り扱いに細心の注意を払っています。給
与、給付金または休暇の付与や、キャリア開発を実施するために、従業員
の個人情報の収集や取扱いが必要になる場合があります。自宅の電話番
号や住所、家族情報、給付金の選択、疾患の状態、業績評価、給与などとい
った情報は個人的かつ機密な情報と見なされます。当社は所有する従業
員情報のプライバシーを尊重しています。従業員ファイルの取り扱いは、
法律により許可された業務目的およびその他の目的遂行のために、所定
の従業員によってのみ可能です。法律により必要な場合、または給付金や
福利厚生等の付与などの業務上の必要に応じて、特定の法律の適合性の
決断あるいはセキュリティーやその他の業務上の理由のために、従業員
の個人情報が社内でのみ共有されることがあります。

あなたが従業員として職務上の必要から当社のステークホルダーのクレ
ジットカード情報、社会保障番号、生年月日等の個人情報を取り扱う立場
にある場合は、業務目的または法的に認められた範囲内においてのみ、
その情報を使用するものとします。また、データプライバシーオフィスに
相談せず当該の情報を同僚あるいは第三者と共有してはなりません。 
プライバシーやデータセキュリティーに関する規則は国によって異なりま
す。あなたの居住国と同じ規則が他国においても適用されるものと思い
込んではいけません。個人が特定できる情報を共有・伝達する際は、社内
外に関わらず、データプライバシーオフィスに相談する必要があります。

我 と々すべてのステークホルダーとの関係は信頼の上に成り立っていま
す。その信頼を保ち続けられるかどうかは従業員一人ひとりの行動次第
です。あなた自身の個人情報の共有や、お客様、その他のステークホルダ
ーの情報のプライバシー保護に関する各種の法律について不明な点が
ある場合は、データプライバシー部までお問い合わせください。

私有財産 
当社は従業員の個人情報の特別な取扱いに関するあらゆる法律の遵守に尽力しています。法律的な要件や業
務目的に基づき、一部の個人情報が社外に共有される場合があります。お客様やその他のステークホルダーの 

プライバシーを保護するために、様々な法律が存在します。

•	 	マーティナは、従業員の給与に
関する機密情報を提供するよう
友人に頼まれましたが、その依
頼を断りました。

•	 	スーに医療休暇取得の資格が
認められるか、少人数の人事部
スタッフから成るチームが査定
に取り組んでいます。そのチー
ムのメンバー達は、スーの医療
診断の情報を、職務上関係の
ない他の従業員とは一切共有
しません。

•	 	ミンは、カスタマーサービス担
当者ですが、ゴンザレス氏のス
テータスを確認する所定の手
順を踏んだ後、彼を営業勧誘
の対象から外すため、プレファ
レンスを「希望しない」に変更し
ました。

•	 	ジュリアンは複数のH.O.G.メン
バーの個人情報（社会保障番
号、生年月日、住所、電話番号
等）をオーストラリアのシドニー
の同僚に送付するよう依頼を
受けました。彼はデータプライ
バシーオフィスに相談した上で
返答しました。

ライトターンズ
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情報セキュリティーの認識
安全かつセキュアな環境を維持するためには、従業員が一般的なセキュリ
ティーの原則を認識し遵守することが必要です。

一般的なセキュリティーガイドラインに従って当社の資産や情報を保護
する責任を、我々一人ひとりが全うする必要があります。当社の情報資産
やビジネス環境を安全かつセキュアに維持するための方針を遵守する
ためには、我々全員が規範に従い適切な行動をとることが必要です。不
明な点があれば、企業情報セキュリティーオフィスにお問い合わせくだ
さい。

•	 	ジュリーは職場で添付ファイル
とリンクを含む送信者不明メー
ルを受信しました。彼女は添付
ファイルを開いたり、本文中の
リンクをクリックしたりせずにそ
のメールを削除しました。

•	 	ダイアナは企業戦略に関わる
企業機密情報	を含んだ文書を
作成中、そのファイルをネットワ
ーク上の適切なロケーションに
保存する様注意しました(コン
ピューターのハードドライブや	
携帯記憶装置における保存は
避けました)。

•	 	ミックは不明な人物から受け
た電話で、同僚の名前や連絡
先を聞かれました。その人物の
名前と電話番号を頂いて、その
問い合わせについて上司に報
告しました。

•	 	シャノンはハーレーダビッドソ
ンの職員として業務を行う時は
決して自分の個人的なＥメー
ルアカウントを使用しません。

ライトターンズ
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記録情報管理 
研究開発、生産オペレーション、営業取引、および法規制の遵守。それら全
てを支える基盤が記録情報管理です。

記録とは、媒体や形式を問わずビジネス活動の証拠となる研究、決断、ま
たは取引等の記録情報を含みます。また、法的要件を満たすため、または
業務上の必要性に対応するため、こうした情報は一定の期間保管する必
要があります。RIDEイントラネット上に掲載されている、記録管理ポリシ
ーと記録保管スケジュールを参照し、保管が必要な記録はどれか、そして
必要な保管期間を判断してください。当社の信頼性の定評を守るため、
全従業員が正確で検証可能な記録と取引を確保していく必要がありま
す。報告や記録は、それを受け取る人を誤った判断に導いたり、都合の悪
い内容を隠すようなものであってはなりません。

•	 	アリソンは書類を破棄する前に
必ず保管スケジュールとファイ
ルプランを確認します。

•	 	ブリエルはコーポレート記録マ
ネージャーと相談した上でファ
イルプランを作成します。

•	 	ジェームスは訴訟ホールドの
対象となる文書を全て厳正に
保管します。

社内記録 
会社の記録や取引は必ず正確かつ検証可能な形で反映するようにしてください。企業機密情報に関わる規制、

適用ポリシーおよびガイドラインを遵守してください。記録は記録管理ポリシーに従って保管してください。

目次に戻る
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多様性と包括性
公正な雇用環境を維持するためには、従業員一人ひとりが他者を尊敬する
ことが必要です。

ハーレーダビッドソンが世界中のお客様に感動して頂けるような変容を
遂げるには、この会社の素晴らしさの原点―従業員とお客様の多様性―
に常に立ち戻る姿勢が必要です。国際的な多様性と包括性がビジネスに
おいて有益である事は、今やこれまでになく明確になっています。人口動
態、グローバリゼーション、科学技術、および購買力の継続的な変化に対
処するには、協力し合いながらハーレーダビッドソンブランドを共に生
き、共に体験する在り方について理解と認識を深めていく必要がありま
す。グローバルな多様性と包括性は、今後100年間ハーレーダビッドソン
がビジョン、ミッション、価値観、および行動規範に沿って歩む道のりにお
いて、成功への新たな方法を導き出すための起爆剤となるでしょう。

当社は従業員と応募者全員に対し、公平な雇用機会および嫌がらせや差
別のない職場を提供することに尽力しています。雇用、昇進、およびその
他の雇用関連の決定は、適用法により保護される個人的特徴ではなく、ビ
ジネス的判断に基づいて下されます。この要求事項から逸脱する行動を
従業員が信義に従って上司、人事部担当者、または法務部に報告した場
合、その従業員が不利益を受けることはありません。上司の立場にある者
もまた差別または嫌がらせの事件、またはそれが疑われる行動を認めた
場合は、人事部または法務部に報告する義務があります。

我々は会社ポリシーを遵守し、事業活動を行う全ての国において、表現の
自由、団結権、プライバシー、および機会均等に関わる国際的な労働基準
や法令を含む雇用法を尊重します。当社は強制労働や自由意思に反する
労働を使用しません。また、請負業者やサプライヤーによる強制労働や自
由意思に反する労働の使用は一切許容しません。

•	 	ケビンがミーティングの際に性
的な冗談を言ったので、キャル
はその件をマネージャーに報
告しました。

•	 	部門における空きポジションを
埋める際、メリーは所定の手順
に従います。

•	 	アナは、自分のマネージャーは
もう「もういい加減な年」であ
り退職した方が良いと同僚達
に話しました。その発言を問題
視したタジは、アナに意見を伝
えた上で、人事部に報告しま
した。

包括性の推進
当社は差別とハラスメントのない職場環境を提供するために尽力します。 

また、すべての従業員と求職者に平等な雇用の機会を提供するために尽力します。

ライトターンズ
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安全性と職場環境
最善の仕事をするためにはを清潔、安全、かつ生産性の高い職場環境
が必要です。

職場環境の安全と衛生を提供することは当社の成功に欠かせません。
当社は、国、州、自治体の職場環境に関連する法令を完全に遵守する
ことで、全オフィスおよび工場において安全で衛生的な職場環境を提
供するために尽力します。

当社はハーレーダビッドソン安全衛生管理システムを開発することに
より、ビジョン、ミッション、管理原則、重点領域、ポリシー、プロセス、お
よび手順の標準化と体系化を実現しました。その一環として、職場内
暴力を防ぐポリシー、および職場での違法薬物使用や職場環境の安
全低下につながるおそれのあるアルコールや合法薬物の使用を禁ず
るポリシーも含まれています。あなたは従業員として、こうした企業方
針をよく読み、その内容を理解する義務を有します。

ハーレーダビッドソン安全衛生管理システムの基本的な管理原則は
下記の信条に基づいています:
• 労働災害による負傷と疾病はすべて防止可能である
•  安全衛生において優れた企業は、競争優位性と持続可能な将来を

得る
•  業務の安全性と安全な職場環境の維持は、ハーレーダビッドソン

の責務である
•  安全に業務を実施し、他者が安全面のリスクや不安全な行動を取

ることを許さないことは、従業員全員の責務である
•	 	24時間365日の安全体制を徹底するために、従業員全員の協力が求

められている

安全衛生は従業員全員の責務です。安全な環境の実現のため協力し合
い、各自自ら安全な職務行動を実践することで、職場での事故を撲滅す
ることができます。

•	 	アンジェリクは同僚から機械の
安全ガードを外したほうが部
品の製造が早く進むと助言を
受けましたが、安全ガードを着
けたまま作業をしています。

•	 	コーベは危険物を入れた容器
に正しいラベルを張り保管して
います。

•	 	製造施設に勤務するカイラは、
訪問者が適切な個人用保護具
を使用していないことに気付き
ました。カイラは個人用保護具
を用意できる場所へその訪問
者を案内しました。 

安全な業務の提供、安全な業務の実施
ハーレーダビッドソンは職場の安全衛生に尽力しています。安全および職場環境に関わるポリシーと規則

は、必ず全てよく読み、理解してください。

ライトターンズ
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不正・虚偽行為
不正・虚偽行為の完全な防止を徹底するため、従業員には全ての活動に
おいて誠実性を貫くことが求められます。

報告の正確性について 
真実を語ることは、ハーレーダビッドソンで極めて重視される価値観で
す。このことから、会社の記録や取引を含め、適切な情報を正確でタイム
リーに伝えることは重要に受け止められています。当社は、政府機関や
株式取引所により義務付けられている定期報告において、完全、公正、正
確、適時かつ解りやすい情報開示を推進するための基準を確立しまし
た。また、当社の資産を管理するため導入された財務管理システムの遵
守も必要です。

他者に提出する情報や記録は、提出先が当社の内部であれ外部であれ、
正確、適時かつ完全なものでなければなりません。

米国証券取引委員会(SEC)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、およびその
他の機関への機密財務情報を報告は、必ず規制に従って行うことが必
要です。当社の非公開の重要情報を公表する権限は、ごく限られた従業
員のみが有します。米国証券取引委員会(SEC)またはニューヨーク証券
取引所(NYSE)の規制の順守に関する不明点については、法務部、COOオ
フィス、またはIR部にお問い合わせください。または、RIDEイントラネッ
トに掲載されている、重要情報の開示の管理に関するポリシーでも詳
細をご覧頂けます。

•	 	ポールは、モーターサイクル産
業協議会から受け取った情報
を、ハーレーダビッドソン社内
において業務上正当な必要性
を有する者のみと共有します。

•	 	マークは米国証券取引委員会
に財務情報を報告する上で、適
切な規制を遵守します。

•	 	時給制の従業員としてブルース
カイ富士ラリーで働いたレイチ
ェルは、タイムカードを正確に
記入し、各就業日の勤務合計
時間を適時に報告しました。

•	 	ピエールは業務関連の適切な
経費を報告する際、出張と接
待に関するポリシーを参照し、
必要なレシートを全て添付しま
した。

ライトターンズ
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公正な取引
いかなる場合もハーレーダビッドソンの一代表として対応してください。
当社との取引を獲得するために競争するディーラーやサプライヤーは必
ず公平に扱い、当社の製品を紹介する際は、常に事実を正確に述べてく
ださい。

正確な広告と声明 
真実を語ることは当社価値観の1つであり、ハーレーダビッドソンでは
誠実性が行動規範として定められています。マーケティング、広告、販促
活動において、また何気ない会話、プレゼンテーション、およびその他の
業務活動においても、ハーレーダビッドソンとその製品を紹介する上で
事実を正確に伝えることは我々の責務です。

ステークホールダーまたは競合会社に関する内容についても、上記の
全ての場合に同じ責務を全うする事が求められます。常に公平さを保
ち、敬意を持って互いに接し合うことがハーレーダビッドソンの社員に
は求められます。個人、競合他社、その他の組織、またはその製品、サー
ビス、従業員に関して、事実無根の発言や誤解を招くような発言をする
ことは我々の価値観と行動規範とは相容れず、法律に反する場合もあり
ます。

時に、自社製品やサービスを競合他社のものと比較する必要が生じる
ことがあります。こうした比較は、検証可能で合理的に信頼できるような
知識や調査を踏まえた上で、正確かつ事実に基づいて行う必要があり
ます。

ソーシャルメディアの使用、公の発言、または印刷物の作成など、いかな
る場合においても、企業機密情報を開示しないよう注意し、客観的事実
と主観的意見を明確に区別し、読み手や聞き手に対する敬意を示してく
ださい。さらに、ソーシャルメディアを使用したり公の発言を行う際は、
ハーレーダビッドソンの代表として発言する正式な許可を得ている場合
をのぞき、自分がハーレーダビッドソン社の従業員であることを明確に
した上で、表明する見解が自身のものであって当社のものでないことを
示すお断りの文(例えば、「ここに投稿する[あるいは本プレゼンテーショ
ンにおける]内容は私個人の意見であり、必ずしもハーレーダビッドソン
の意見を反映するものではありません。」)を必ず添えてください。

•	 	発売前から大きい期待を集め
た新発売のティンテッドウィン
ドシールドは、「いかなるモデ
ルのモーターサイクルにも」適
合する製品としてではなく、ソフ
テイル		モーターサイクルの全
モデルに適合する製品として紹
介・宣伝されました。

•	 	カレンがモーターサイクルの性
能情報をマーケティング用資料
に加えるのは、その主張を裏付
ける試験の記録がある場合に
のみです。

•	 	ウァンは当社の財務データを
紹介する際、公開済みの情報
のみを使用します。

広告における真実
全ての広告と声明文において、当社に関する事実を正確に示す情報を使用してください。他社の製品、 

サービス、または従業員に関して、虚偽のあるいは誤解を招く発言をしないでください。

ライトターンズ
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•	 	ノラは特定のディーラー数社に
優先的な価格または特別の支
払条件を提供する前に、それが
認められている事か法務部に
確認しました。

•	 	ナイジェルは特定の部品とアク
セサリーをコスト以下で販売
する前に法務部に相談をしま
した。

•	 	ブレンダは、商業組合の会議に
参加中、競合会社の社員から
価格やビジネス戦略について
話し合いたいとの申し出を受
けました。彼女はその誘いを断
り、法務部に報告しました。

 

競走優位性
反競争的と見なされる可能性のある契約や措置の提案を受けた場合は、法務部に相談してください。

競争と独占禁止
競争優位性の維持は、すべての会社に相通じる目標です。当社の競争優
位性の主要なポイントとして、我々が単にモーターサイクルとその関連製
品だけではなく、「ハーレーダビッドソン」という完結した体験を売る会社
であるという点があります。

従業員、お客様、ディーラー、サプライヤー、および様々なコミュニティー
と強固な関係を築き上げ、さらに優れた製品とエキサイティングなサー
ビスを提供することで、当社はこの優位性を確立してきました。当社は公
明正大な形で競争優位性を獲得してきました。

競争法や独占禁止法は、企業間の競争の公平性を保つためグローバル
に存在する様々な法令の総称です。これらは複雑で広範囲な活動を対象
としますが、その主要目的は、自由で競争的な市場の機能を非合理に制
限するような合意や行動を禁止し、競走原理を維持することです。つまり、
競争を制限する合意または行動は、こうした法令に対する違反行為と見
なされる可能性があるということです。口頭でのやり取りも、時には｢同意
事項｣とみなされる場合があるため、ディーラーやサプライヤー、競合会
社とのミーティングにおいては、常に注意を払う必要があります。サプラ
イチェーンにおける活動領域が同じである競合会社(例:当社と競合する
部品・アクセサリーの製造会社、あるいは同一市場で競争する2社以上の
ディーラーやディストリビューター)が関わっている場合には、特に注意し
てください。

競争法や独占禁止法は大変複雑であるため、反競争的行為と見なされ得
る行動に際しては、必ず事前に該当する当社ポリシーを確認し、法務部に
相談してください。状況によっては、競争法または独占禁止法に違反とな
り得る事例を次に示します:

次の点について、ディーラーや、ディストリビューター、 
またはその他のサプライヤーと合意すること:
• 再販価格を指示する
• 優先的な価格や条件を提示する
• 製品購入に際して別製品を抱合わせ販売する 

次の点に関して競合会社間で示し合わせること:
• 価格
• 市場もしくは顧客
• サプライヤー
• 生産量または品質

ライトターンズ
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サプライヤーやコンサルタントの選出 
すべてはチームワークにかかっています。自分達だけで出来ることに
は限度があるのを我々は認識しているので、サプライヤーやコンサル
タント、請負会社の力を借り、チームワークによって目標を達成してい
ます。こうした協力者たちは我々のチームの一員ですから、当社の価値
観、行動規範、およびその他の該当するポリシーに合致する形で扱って
ください。サプライヤー、コンサルタント、および請負会社の採用に際
しては、具体的なパフォーマンスや営業実績に基づき公平に競争する
チャンスを各候補に与える必要があります。例えば、サプライヤーに対
し、我々の製品を購入しない限り、彼らから購入しないと示唆するのは
不適切であり、公正とは言えません。

•	 	ジルは、現行のサプライヤーで
はないが当社との契約を獲得
するため競争に参加している
会社から、NFLアメリカンフット
ボールのボックスシート席のチ
ケットを贈呈したいという連絡
を受けました。ジルはサプライ
ヤー選定過程に携わる立場で
あるため、その贈与は辞退しま
した。

•	 	マヤは斡旋業者の推薦にのみ
基づきサプライヤーを選定する
のではなく、複数のサプライヤー
に対し見積依頼を発行してい
ます。

•	 	アレキサンダーは、物品又は
サービスの供給をサプライヤー
に委託する前に、「間接調達プ
ロセス」を参照します。

•	 	メイソンはサプライヤー候補全
社(当社との長い経験があるサ
プライヤーを含む)に対して、競
争入札と代理業者による選考
を実施しました。

公正な待遇
当社とのビジネス獲得を目指すサプライヤー、コンサルタント、および請負業者に、公正な競争機会を提供してく

ださい。最終的な選定は、具体的なパフォーマンス、営業実績、および品質や費用の改善に取り組む 
サプライヤーの姿勢などに基づいて決定してください。

ライトターンズ
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贈与品、食事および接待
一部の商取引では―とりわけ関係づくりが重視されるビジネスにおい
ては―贈与品、食事または接待の提供・授受が慣習となっています。し
かし慣習的な贈与や食事、接待であっても、それがビジネス上の関係と
して過度または不適切な行動として受け取られないよう、会社により定
められているガイドラインに従ってください。過度と見なされるような贈
与、食事または接待は、公共・民間セクターの双方において贈収賄を禁
止する法律に違反する場合があります。当社の該当するポリシー(出張・
接待ポリシーや贈収賄防止ポリシー等)を確認し、不明な点があればマ
ネージャー、出張担当部または法務部に相談してください。政府機関に
関連するケースについては、更に関係法令が適用されます。詳細につい
ては、「政府」のセクションを参照してください。さらに、HDFSでは贈与品
授受禁止ポリシーを採用しています。HDFSの従業員は、贈与品ポリシー
(401H)に記載の詳細を参照してください。

•  政府関係者または官僚に有価物を贈与する際は、事前に必ず総務部
に相談してください。

•  あなたの事業部が政府と取引関係を結ぶことを検討している場合
は、契約条件の協議を開始する前に必ず法務部への連絡が必要で
す。

•  業務上の正当な目的があり、費用が合理的で、時と場に応じた適切
な食事の提供は、原則として容認されます。

•  贈与品が許容される場合は、贈与の頻度と価値を(地域性や慣習を
考慮した上で)控えめにしてください。

•  贈与品は現地の全適用法令に準拠させる必要があります。
•  贈与品は当社の恥となったり、提供する側や受け取る側を当惑させ

るものであってはなりません。
•  旅行、別荘の使用、高価な贈与品、および過剰な接待は根本的に疑

惑を招くものであるので、供与・受領してはなりません。
•  性的な意味のある贈与品や接待の供与・受領、および性交の申し出

は厳しく禁止されています。
•  現金、ギフトカード、あるいはその同等品は、決して贈与品として贈っ

たり受け取ったりしないでください。
•  相手側にビジネス上の利益をもたらす約束が明示または示唆され

た場合、決してその返礼として贈与品、食事または接待を供与・受領
したり、受け入れてはなりません。

適切なビジネス関係を築き、維持する上で、地域性や従来の慣行 も重
要な要素となる点に留意してください。不明な点については、あなたの
マネージャー、法務部または出張担当部にお問い合わせください。

上記のガイドラインに違反したり不適切と見なされる可能性がある過度
な贈答、優遇、または接待の申し出を受けた場合、当該の担当者に当社
のビジネス行動規範を告げた上で、礼儀正しく辞退し、受け取った贈与
品は全て返品してください。

•	 	スタージスラリーに勤務中、ウ
イアラは会食や接待に関する
ポリシーを遵守するよう注意し
ました。

•	 	アツオはハーレーダビッドソン
の新規ライセンシーから契約
締結に際しレザージャケットを
贈答されました。彼はそのライ
センシーにお礼を言った上で、
当社のビジネス行動規範にお
いて違反行為に当たることを
説明しジャケットをお返ししま
した。

•	 	ジャクソンは長年取引してきた
サプライヤーの従業員から高
額ではない誕生日ギフトを受
け取った際、ギフトを受領して
も問題ないか、法務部に十分
な確認を取りました。

•	 	出張中、ダーシーはお土産の
購入に自分の個人名義のクレ
ジットカードを使用しました。

ライトターンズ
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政府
従業員から政府関係者へのギフトの供与は、その種類に関わらずいかなる
場合も避けてください。

政府関連の取引
ビジネスの持続可能な成功には関係づくりが欠かせません。当社ではグ
ローバルなビジネス促進において関係づくりを重視しています。こうした
ビジネス上の関係を築く際、原則として取引の獲得、維持または誘致を目
的とした現金（額に関わらず）の提供申し出や支払い、または政府関係者
への有価物の提供申し出や贈答は、当社のビジネス行動規範、贈収賄防
止ポリシーやその他さまざまな法律や規制に違反する点に十分注意して
ください。

政府関係者には政府官僚の他、世界銀行等の公共国際機関の役員およ
び職員が含まれます。多くの国では「政府関係者」と「政府官僚」には、政
党の役員や公職の候補者も含まれます。また、政府が所有したり管理する
会社も、国によっては贈収賄禁止に関わる法令において「政府関係者」ま
たは「政府官僚」として扱われる場合があります。

政府関係者や官僚への贈賄に関する規制は、政府または政府機関、また
はその部門や受託機関の代理を務めるコンサルタントや代理業者にも
適用されます。国民の信頼を保護するために制定されているこうした法
令に違反すると、多くの場合刑罰の対象となります。

政府関連の取引の規則は国や地域により異なりますが、食事代を支払っ
たり、Ｔシャツ、キーフォブ、帽子等の小さなギフトの供与が容認され法令
や当社ポリシーの違反に当たらない場合もあるかもしれません。しかし
いかなる場合にも共通して、政府関係者や官僚への有価物供与に関して
は、必ず事前に法務部に相談する必要があります。

あなたの事業部が政府と取引関係を結ぶことを検討している場合は、契
約条件の協議を開始する前に必ず法務部への連絡が必要です。

•	 	ドッティは近日開催のハーレー
ダビッドソンのイベントについ
て話し合うため、地方政治家の
アシスタントと会い、一緒に昼
食を取りました。その際、法務
部から事前に許可を得ていた
ため、そのアシスタントの昼食
代を支払いました。

•	 	アンソニーは通常より高額な
料金で製品輸入の許可取得を
保証できるというコンサルタン
トのアプローチを受けました。
アンソニーは交渉を延期し、ま
ず法務部に相談しました。

•	 	ビルのチームは新たな国への
市場参入の準備に取り組んで
います。ビルは、その国におけ
るハーレーダビッドソンの活動
を可能にするために政府の役
人への高額の支払いを求めら
れ、ただちに法務部門に連絡
を取りました。

グローバルビジネス
通常、商取引の獲得、維持、またはビジネス関連の優位性の確保のために金銭を支払ったり特定の個人にギフトを贈
答することは禁止されています。そういった法律は、一般的には公共および民間セクターの両方(例えば企業間の取引

においても)に適用されます。

ライトターンズ
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政府関連の対応
会食、旅行、宿泊、贈与品を含む有価物を政府関係者や官僚に供与する
ことは、ごくまれな例外を除き、厳重なガイドラインにより禁じられていま
す。法令は国や地域によって異なりますので、当該政府の職員に接触する
ことが見込まれる出張の際、または政府、政府機関、もしくはその部門の
関係者をハーレーダビッドソンに招待する際には、必ず事前に法務部に
お問い合わせください。

政治活動と寄付
ハーレーダビッドソンは特定の政党に対する支援活動は行いません。当
社の政府業務部門は、ビジネスに影響のある法令、方針および問題に対
応する上で、政府官僚や政府機関との関係を築きます。また、この部門は
米国政治活動委員会の管理を行っています。懸案中の問題により、ビジネ
スへの影響が見込まれると判断された場合、従業員やディーラー、サプラ
イヤーおよびお客様に対して、さまざまな方法で当社の立場の支援をお
願いする場合があります。当社が認可する政府業務部門の活動以外で、
当社の資金を政党や候補者の支援に使用することは禁じられています。

当社はあなたが特定の政党および候補者を積極的に支援する権利を尊
重します。但し、キャンペーン活動や資金集めは勤務時間外に行い、、会
社の資産を使用してはいけません。個人的な寄付を計画するにあたって
多少なりとも当社の資金や資産、サービスが関与していると疑われる可
能性、または当社による寄付であると疑われる可能性がある場合は、寄付
を行う前に政府業務部門に相談してください。

•	 	ケイティーは選挙運動中に大
統領候補者に500米ドル寄付し
ましたが、会社との関係につい
ては示しませんでした。

•	 	地方政治家からハーレーダビ
ッドソンの敷地内で演説を行
いたいとの申し出がありまし
た。当社の現地幹部は、政府業
務部門に相談しました。

•	 	チャサムはある政治家から彼
のキャンペーンにハーレーダビ
ッドソンの支援を依頼されまし
た。彼女は、その政治家への対
応を当社の政府業務部門に委
ねました。

政党の支援
当社が認可する政府業務部門の活動以外で、当社の資金を政党、公選の議員、または候補者の支援に使用する
ことは禁じられています。従業員は、ハーレーダビッドソンやその関連子会社の名を使用して政治的立場を表明

したり、候補者を支援しないでください。

ライトターンズ
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リベートと不当な報酬
我々は当社のステークホールダーと日々関わり合っています。持続可能
な成功を可能にする当社の強固な位置づけを損なわないためには、ス
テークホルダーとの関わり方において常に公平性を維持する必要があ
ります。ステークホルダーと関わる上で―政府職員、コンサルタント、サ
プライヤー、ディーラー、あるいは他のいかなる個人や企業であれ―そ
のステークホルダーが下す意思決定に不適切な影響を及ぼす待遇や金
銭の支払いを提供することは許されません。さらに、あなた自身の意思
決定に影響を与えるような待遇または金銭の支払いを求めたり、受け取
ることも許されません。こうした禁止事項は、ビジネスの獲得、提供や維
持、または政府の職員やコンサルタントの行為に、不適切に影響を与え
るような決定などに適用されます。

意思決定への影響
あなた自身、または政府関係の役人、コンサルタント、職員その他の者の意思決定に不適切な影響を与えるよ

うな金銭の支払い、待遇、寄付を供与したり受け取らないでください。

ライトターンズ
•	 	取引成立への感謝を表明する
ため、サプライヤーはナンシー
にその製品販売による利益の
一部を彼女に支払いたいと申
し出ました。ナンシーはその申
し出をお断りしました。

•	 	ルウは家庭用エンターテイメン
トシステムを購入するために電
子機器の販売店に来ました。そ
こで販売員から製品の割引を
見返りにモーターサイクルの購
入時に優先的な借入れ金利の
提供を頼まれました。ルウはそ
の申し出をお断りしました。

•	 	ジェイダンは、レザージャケット
2着の供与すれば、当社の商慣
行についての調査を行わない
とヨーロッパ連合の役人に言
われました。ジェイダンはその
申し出を断り、さらなるアドバイ
スを得るため法務部に問い合
わせました。

•	 	自分に息子に無給インターン
シップの機会を与えれば、規制
関連の小さな問題に目をつぶ
ると、アシュリーは政府の役人
に示唆されました。アシュリー
はその申し出を断り、法務部に
報告しました。
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持続可能性
ライディングの自由を守り、革新するービジネス上の決定が環境、地域社
会、ビジネスパートナーや従業員に与える影響を常に考慮してください。

当社の企業戦略の柱の1つにある持続可能性は、長期的戦略を達成す
る上で大変重要なテーマです。次世代のカスタマーに向けて当社の価
値観共有と市場の包括性を達成することで当社のブランドとサービス
体験を守りつつも革新し続けことに尽力しています。

当社は、全地球の健康と幸せ、そして我々の暮らしと活動の場である世
界中のコミュニティーのパワーと活力を高める方法を常に追求します。
さらに、継続的に廃棄物、エネルギーや水の消費・排出量の低減に取り
組んでいます。

我々は企業として、また個々の従業員として、設備の使用やビジネス上
のプロセス、製品の設計などにおける環境および社会への影響に対し、
常に最善の判断を実践し、責任を果たしていかねばなりません。環境保
護法や規制は、危険物やその他の廃棄物の排出、発生、放出、および廃
棄の低減に関わる当社の取り組みの指針となります。また、従業員の安
全と労働者の権利に関する法令へのコンプライアンスについても同様
です。あなたの決断はすべてこうした法令や規制に従ったものでなけ
ればなりません。

さらに、継続的改善戦略の柱に従い、日常の業務の中で廃棄物やエネ
ルギー消費量の低減するため、常に新たな方法を探し続けることが奨
励されています。

•	 	ジェイムスは会社の工場から
の排気により、工場周辺の住
民の健康が損なわれている可
能性があると結論づけた報告
を受け取りました。適正な措置
をとれるよう、彼は速やかに報
告をマネージャーに転送しまし
た。

•	 	職場でマリアは少量のガソリン
漏れを見つけ、速やかに清掃
を指示しました。全てきれいに
取り除かれたように見えました
が、現地法に従って上司と地方
政府への報告を行いました。

•	 	ジャネットは部署のミーティン
グ議題を紙に印刷せず電子的
に参加者と共有しています。

グローバルに、そしてローカルに考える 
行動する前に、ビジネス上の決定が環境にもたらす影響を考慮してください。環境法と規制に必ず従ってくださ

い。日常の業務の中でも廃棄物やエネルギー消費量を低減する方法を見つけてください。

ライトターンズ


