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Classification: General Business Use 

SABIC のグローバル調達サービス担当副社長による紹介 

お取引先各位 

SABIC では、全てのお取引、及びビジネスを行うあらゆる場面にお

いて、最高水準の倫理とインティグリティーについてコミットして

おります。当社との取引に関心をお持ちいただき、当社のインティ

グリティー文化についてご理解いただけることを、嬉しく思いま

す。 

当社は、当社の価値観に共有いただける、お取引先を常に求めております。  サプライヤーの皆様には、同様の

倫理原則に基づいて、事業に携られ、経済的、環境的、そして社会的に責任ある態度で事業を行なわれることと

望みます。当社のサプライヤーに対する基準は、グローバルサプライヤー行動規範 ( 全てが網羅されているわけ

ではありませんが) に含まれております。(“サプライヤー行動規範”）。 

サプライヤー行動規範は、SABIC に製品、またはサービスを提供する関係者

に適用されます。また、皆様が協業される第三者の方々にも、本基準を準拠

いただくことを期待しております。 

当社の、サプライヤー行動規範を準拠いただけない場合、(今後の)お取引の

継続についての再考、もしくは、現在の関係性を終了させていただく場合が

ございます。  また、万一、サプライヤー行動規範への違反が懸念される場

合は、ご利用可能なチャンネルを通じて当社までご連絡ください。すべての

サプライヤーには、インティグリティーに関する懸念、及び違反について、

報告する責務がございます。 当社は、懸念の提起、そしてその対処にご協

力いただいた皆さまへの、いかなる報復も禁じております。 

サプライヤーへの期待に関する詳細情報は、SABIC サプライヤーポータルでご覧いただくことかできます。当社

の価値観、及びビジョンに共感いただけるようでしたら、是非ともご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://supplier.sabic.com/
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概要 

当社のサプライヤー行動規範は、世界中のあらゆる場面で、SABIC に商品、またはサービスを提供するサプライ

ヤーと、その従業員、代理人、子会社、関連会社、協力会社に適用されます。当社の目的において、 ”サプライ

ヤー” とは、製造業者、通関業者、物流業者、産業廃棄物処理業者、コンサルティング会社、独立請負業者、

人材派遣会社を含みますが、(これらに限定されるものではない)、SABIC の購入契約書/注文書で指定された供給

者としての法人を意味します。 

目的 

SABIC では、倫理的、合法的、そして、安全な方法で事業を実

施しています。当社は、社会的および環境的に責任を持っており

ます。  SABIC は、サプライヤーにこのコミットメントを共有

し、当社のサプライヤー行動規範に含まれる原則を遵守すること

を求めております。サプライヤーに対する当社の期待の詳細を以

下に記します。皆様の仕事は非常に重要であり、SABIC のみ 

ならず、当社の利害関係者、及び当社が事業を展開するコミュニ

ティーにも影響を及ぼします 

 

 

 

 

規程 

SABIC のサプライヤーとして、皆様は、提案書、招待状、入札、および結果としての契約書や購入の同意書を含

みますが(これらに限定されない)、関連する調達文書に示されたものを含む、すべての適用される法律、規範お

よび規則に従わなければなりません。 当社は、最高水準のインティグリティーに従って事業を実施することをサ

プライヤーに求めます。  SABIC は、皆様が以下の各領域でこれらの要件を満たすことを期待しております： 

 

 

最高水準の、倫理的、社会的、及び持続可能な行動

維持することが、当社の期待です。 

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/N8nvvvQ9EfvvOKgr5rK8mw%3d%3d
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環境、健康および安全の慣行 

当社は、すべての適用される健康および安全に関する法律、そして

規則に従った安全で健康的な職場を作業者に提供することを、サプ

ライヤーに期待しています。  

 皆様の施設が、法律ならびに確立された政府および業界の環

境保護および安全基準に従って設計され、安全に運営されて

いることを確認してください。 

 皆様の施設が、環境または公共に対して不要なリスクを示していないことを確認してください。   

 すべての現場のすべての従業員のための安全、衛生的および健康的な環境を維持してください。 

 すべての環境許可を取得、維持し、それに従ってください。 

 危険性物質を適切に取り扱い、環境に配慮した方法で廃棄物を適切に処分してください。 

 運営によって生成した排出物を監視、制御し、責任を持って処理してください。 

 日常的な従業員安全訓練を実施し、検証し、適正な安全器材を提供してください。 

 安全訓練および安全性能のモニタリングの記録を維持してください。 

 契約上の義務を果たし、社会的責任および環境保護を考慮した活動を実施してください。 

 皆様の従業員が健康および安全規定および規則に従って、自らの職務を遂行し、ご自身や他人を危険に

さらさない方法で作業していることを確認してください。 

 健全な公共の健康衛生の慣行を促進するために必要な訓練を提供してください。 

 

 

 談合入札、価格差別またはその他の不正な取引慣行に関与しないでください。 

 価格設定、他の商業条件、または潜在的な顧客または地域の分割について、決して競合するサプライヤ

ーと話し合わないでください。   

 競合を制限するための他の方策に加担しないでください。  

 

 

 

 

 

 

 

公正な競争 

SABIC は、公正に競争すること、および独占禁止法・競争

法に従うことにコミットしてします。当社は、同様のこと

をサプライヤーにも期待しています。競争法に違反する契

約を締結しないでください。  
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責任あるソーシング 

SABIC は、社会的および経済的発展および当社が貢献するコミュニティーの持続可能性に対する当社のコミット

メントを共有するサプライヤーとの協業を求めています。    

 健康と安全、労働時間、賃金、雇用条件および

環境保護について原産国の基準を満たす商品お

よび/またはサービスを、他者からソーシングし

てください。 

 当社のサプライチェーンに関与する人の福祉を

守ること、皆様が材料をソーシングして処理す

る場所を保護すること、および鉱物または他の原料の販売が武力紛争または人権侵害の資金とならない

ようにすることに努めてください。 

 

正確な会計および事業記録  

当社は、財務結果の報告、必要な法的手続き、事業の決定を行うために、当社の帳簿と記録を頼りにしていま

す。当社のサプライヤーとして、皆様は、すべての SABIC との事業上の取引の正確な記録を保持しなければな

りません。  関連する会計慣行に従って、これらの記録を保持してください。  また、SABIC のデータを安全、機

密および確実な方法で取り扱わなければなりません。 

 皆様より、SABIC に提供される商品および/またはサービスに関連するすべての事柄について、正確な記

録を、作成、維持し、要求に応じて提供してください。 

 SABIC の機密情報を保護し、適切なセキュリティ対策を講じ、その不正使用、盗難、不正行為、または

不適切な開示を防止し、第三者へのアクセスを防いでください。 

 現在、または過去に SABIC に在籍した従業員に、SABIC 在職中に取得した機密情報、独占所有権のあ

る、または制限された事業情報を不適切に開示するよう依頼しないでください。  

 第三者の機密情報を SABIC の従業員と共有しないでください。 

 

取引管理 

SABIC は、当社の事業に適用される国際取引の法律および規則に従っており、当社のサプライヤーにも同様のこ

とを行うことを期待しています。輸出入の法律は、商品だけでなく、技術、ソフトウェア、知的財産、および技

術情報にも適用されることを覚えておいてください。  

 関連するすべての取引管理の法律に従い、皆様が提供する製品または技術が輸出管理の制約の対象とな

る場合は速やかに SABIC に知らせてください。   
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賄賂、キックバックおよび不正行為 

賄賂はどこであっても違法です。  皆様は、適用される腐敗防止法に従わなければなりません。いかなる形式の

汚職、恐喝、または賄賂も容認または許可せず、それに関与しないでください。皆様が政府の職員または個人と

民間セクターで協力している場合であってもこれは当てはまります。 

 SABIC またはその従業員の行動に影響を与える、またはそれを損なうために計画された賄賂、キックバ

ックまたは他の支払いを提供しないでください。 

 既存または提案された SABIC との事業関係に関連して、非倫理的な慣行と見られる行動も避けてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 一人、一イベント当たり、$100 USD を超える価値のビジネス贈答品は SABIC の従業員に提供しないで

ください。   

o 正当なビジネス接待の例には、食事を伴うビジネス会議、社交イベント、劇場のチケット、スポ

ーツ活動またはイベント、航空運賃、車での送迎、および標準的なホテルでの宿泊が含まれま

す。 

o 友好的で健全な仕事関係を構築するためのみにビジネス接待を使用し、特別な優位性を得るため

には使用しないでください。 

 詳細に関しては、SABIC ビジネス贈答品および接待に関する規程を参照してください。 

 

ビジネス贈答品および接待 

 いかなる価値のビジネス贈答品も SABIC の従業員に

提供しないでください。  “ビジネス贈答品”、には、

フルーツバスケット、花、クッキー、月餅、および

ペン、マグカップ、または T シャツなどの広告ノベ

ルティが含まれます。   

 ビジネス贈答品の受け取りについての当社の厳格な

ポリシーとは対照的に、限られた場合において、

SABIC の従業員は業務上の接待を提供および受ける

ことができます。  食事、宿泊、旅行およびエンター

テイメントを含む、すべての業務上の接待は、業務

上の利益の適切な促進のためのみに使用される必要

があります。 

https://supplier.sabic.com/documents/NewSupplier/Business%20Gifts%20and%20Hospitality%20Procedures-%20Japanese.pdf
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公正な雇用 

当社のサプライヤーは、それぞれの個人の権利、個人の尊厳、およびプライバシーを尊重しなければなりませ

ん。  当社は、すべての個人の貢献を認め、すべての人が評価され、尊重され、そして、すべての人が自分の能

力を最大限発揮できる機会を持てる包括的な、職場環境の提供をコミットしています。 

 結社の自由、プライバシー、強制的、義務的な労働と児童労働、および現地の非差別に関連する法律、

ならびに労働条件、賃金、福利、労働時間および時間外についての法律に従ってください。   

 ハラスメントのない職場環境を提供し、一個人に向けられたハラスメントに関与しないでください。  

 

利益相反 

透明性に対する当社のコミットメントの一部として、サプライヤーは利害の対立を避けなければなりません。あ

る状況が対立を表しているかどうかは必ずしも明確なものではない場合があります。  それらの例における、最

善の方策は、潜在的利益相反を SABIC に開示し、皆様と一緒にそれに対して私たちに対処させることです。 

 現在の潜在的な利益相反を速やかに知らせ、非倫理的または不正な個人的関係および/または事例を終了

させてください。   

 このような利害の対立の調査に協力してください。 

 

技術、資産、施設 

SABIC のサプライヤーとして、皆様は、様々な SABIC の技術ツールおよび他の資産

を任される場合があります。 

 SABIC の財産と当社の顧客の資産の両方を保護してください。  

 資金、データ、システム、機器、材料、建物、または車両を含む、すべての

資産を、その承認された意図された目的のみに使用してください。  

 資産、文書、または他の財産の改ざん、改変、不正使用、不適切なアクセス、破壊、または妨害工作を

防止してください。  

 （SABIC によって明示的に同意されていない限り）第三者へのアクセスを防止すること、および常時の

十分なセキュリティ手段を維持することでコンピューター設備および/またはデータを、盗難、不正使

用、および悪用から保護してください。 

 

インサイダー取引 

 SABIC または他の会社についての実質的な非公開の情報へのアクセスを持っている場合、決してそれら

の会社の証券を売買したり、その情報をその取引をする可能性がある他者に提供したりしないでくださ

い。  

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/HVSmA1vPFnMpec9wyt8fTA%3d%3d
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データプライバシー 

当社は、現行のデータプライバシーに関する法律、規定および規則に従って個人データを処理することを当社の

サプライヤーに期待しています。  

 紛失、不正アクセス、または違法な処理に対して個人データを保護するために、適切な技術的で組織的

なセキュリティ手段を取ってください。  
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モニタリングおよびコンプライアンス 

このサプライヤー行動規範の運用は、SABIC と当社のサプライヤーの間の共有された責任となります。 

皆様および皆様の従業員（および SABIC へのサービスおよび製

品の提供において皆様と協力している当事者）がこのサプライヤ

ー行動規範に含まれる要件を満たしていることを確認するため

に、定期的な内部レビュー、点検および監査を開催してくださ

い。不遵守の領域を見つけた場合は、不遵守およびそれを修正す

る計画の両方について、SABIC グローバルプロキュアメントサー

ビスに通知してください。  当社は、特定した問題を修正するた

めに、皆様と協力する準備ができています。   

SABIC または当社の代理人は、現地での施設の監査または点検、質問票の使用、公表されている情報のレビュ

ー、またはサプライヤーのパフォーマンスおよびサプライヤー行動規範の遵守を評価する他の手段を含む、定期

的なモニタリングを要求する場合があります。これらの活動の結果は、サプライヤーの選択、および新しい

SABIC の機会に入札者を招待するために使用されます。 
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訓練  

皆様は皆様の従業員の行動と活動に責任を負います。  そのため、このサプライヤー行動規範の要件について、

SABIC の事項について従事している、皆様の代理人、および協力会社を含む

皆様の従業員に連絡してください。皆様は、割り当てられた作業者が SABIC

およびそのグループ会社の作業を実施し、このサプライヤー行動規範に含ま

れる原則に従うことができるように、十分な訓練および指導を提供する必要

があります。 
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インティグリティー問題の提起  

皆様は、当社のサプライヤー行動規範または適用される法律の潜在的または実際の違反についてのインティグリ

ティーの問題を、適宜提起することに責任を負います。  皆様は、integrity@sabic.com から、または当社の地域

のコンプライアンス番号の 1 つからインティグリティーの問題を提起することができます。  

皆様は問題を匿名で報告することができ、すべての報告は機密扱いで処理されます。  当社は、受け取ったすべ

ての問題をレビューして対処することにコミットしています。当社は、すべてのサプライヤーが意味のある徹底

した調査を行うことに全面的に協力することを望んでいます。 

報復禁止  

SABIC では、インティグリティーの問題を提起したことに対する他者への報復は固く禁じられていることに注意

してください。  

当社は、当社のサプライヤーが報復の防止の手助けをし、必要に応じて確認された疑惑に対処することも期待し

ています。SABIC の誰かが皆様に対して報復したと思われる場合は、integrity@sabic.com または地域のコンプ

ライアンス番号に連絡していただければ、当社が調査を実施することができます。 

 

 

 

 

インティグリティー関連の連絡先： 

 

integrity@sabic.com 

 

SABIC コンプライアンス番号 

mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
mailto:integrity@sabic.com
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics

