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グローバルエグゼクティブからのメッセージ
私たちはお互いに、また顧客、そしてローカルおよびグローバルコミュニティのメンバーを大切に
しています。 この基本的な尊敬の精神は、当社の価値観と企業としての社会的責任の原則 持続可
能性の原則。 そして、私たちは日々の業務の進め方を通じてそれを実現します。
この行動規範は組織全体として、また個人として、私たちが行動すべき基準を定めています。 それ
は私たちに日々の活動の倫理的および法的枠組なみを与え、困難な状況に対処するための指針を提
供してくれます。
私たちは、あなた方一人ひとりが自身と当社に好ましい形で反映される方法で正しい判断を下し、
行動することを信じています。 良き企業市民として、また信頼できるアドバイザーとしての評判を
維持するために、私たちは力を合わせなければなりません。 私たち全員がこの規範を守る責任があ
ります。
行動規範について、また特定の状況でどのようにそれを適用するかについて質問がある場合は、上
司もしくは近くの人事担当者に相談してください。
顧客、サプライヤー、同僚を代表して、行動規範とその根底にある価値観に対するあなたのコミッ
トメントに感謝します。
John Snyder
President & CEO

Mike Janssen
COO & CCO

Cees Batenburg
CFO

私たちの価値観
一緒に解く
コラボレーションが私たちをつなぎます。一緒に取り組めないほど難しい問題はありません。チー
ムとして、私たちは群衆の知恵（とエネルギー！）を活用します。
目的を持って行動する
私たちは変化を受け入れ、イノベーションを促進します。私たちの創造性と意欲は積極的に伝染し
、結果をもたらします。
正しいことをする
私たちはオープンに運営し、透明性を育みます。私たちのチームメンバー、クライアント、地域社
会は、私たちの立場を常に把握しています。
ベストを尽くす
情熱が私たちに力を与えてくれます。私たちは、素晴らしい仕事をする唯一の方法は、自分のする
ことを愛することだと信じています。私たちは、周りの人々や場所からインスピレーションを受け
ています。
未来への糧
私たちが他人に成功するための道具、スキル、機会を与えるとき、彼らは繁栄します。自分自身に
も同じものを与えるとき、私たちは止められないのです。
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“

私たちは、あなた方一人ひとりが自身と当社に好ましい形で反映される方法で正しい判断を下し、
行動することを信じています。

行動規範
注： 「当社」および「BCD」とは、AdvitoおよびBCD Meetings＆Eventsを含むBCD トラベル グループ
を指します。 「あなた」とは、この規範を読んでいる従業員または第三者を指します。
この行動規範（または「規範」）は、当社の企業としての価値観を日常業務に適用される一般的な
行動ルールに変換するものです。 この規範は、すべての従業員ならびにBCDに代わって行動する第
三者に適用されます。

1. 従業員
1.1.

尊敬、平等な待遇、安全衛生

当社は従業員の雇用、職場環境、専門能力開発に関連するすべての事項について、率直かつ誠実に
従業員に対応します。 法律で保護されている特性に基づいて、応募者または従業員を差別（または
従業員による差別を許容）することはありません。
業務上での不当な安全衛生についての危険からあなたを守ることを約束します。 当社は、職場環境
に関する合理的な期待に応え、BCDの施設とサービスを使用する際に、顧客、公衆、環境を保護す
るよう努めています。

1.2.

従業員のプライバシー

当社は内部プロセスと手順を可能な限り効果的かつ効率的にするために、従業員に関連する個人情
報を収集し、保持しています。 この情報へのアクセスは、知る必要のある許可された人に制限され
ています。 法律で義務付けられている場合を除き、本人の事前の承諾なしに個人情報を外部に公開
することはありません。
個人情報にアクセスできる従業員は、法律または会社のポリシーに違反する開示から保護するため
にあらゆる努力を払わなければなりません。 詳細については、該当する人事ポリシーおよび個人デ
ータの保護に関するその他の規定を参照してください。

1.3.

利益相反

業務関連の決定は、個人的な考慮事項の影響を受けてはなりません。 したがって、あなたは当社に
対するあなたの責任と忠誠心と矛盾する可能性のある活動を避けなければなりません。 従業員、そ
の親族、またはその他の第三者は、利益相反の状況にある自分の立場から利益を得ることがあって
はなりません。 利益相反が特定された場合、私たちは常に、ケースバイケースで相互に受け入れら
れる方法でそれを解決しようとします。
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1.4.

営業秘密/インサイダー取引

あなたは当社での雇用中に、BCD、当社の子会社、顧客および/またはサービスプロバイダーに関す
る非公開の情報で、あなたにとって有益である可能性のある情報へのアクセス権を付与される場合
があります。 個人、または第三者の利益のために当社、顧客、またはサービスプロバイダーに関す
るそのような非公開情報を個人、または第三者の利益のために使用することは厳しく禁止されてお
り、法律違反となる場合があります。

1.5.

ソーシャルメディア

パブリックソーシャルメディアアカウントを使用するときは、当社のビジネス、ビジネス慣行、パ
フォーマンス、従業員、同僚、競合他社、またはクライアントについての名誉棄損となる、または
損害を与えるコメントを避けてください。

私たちはクライアント、同僚、コミュニティとの自然なパートナーであり、並外れた結果
を生み出すために協力しているときに最高の状態にあります

2. 顧客、競合他社、および第三者
2.1.

データ保護、情報セキュリティ、プライバシー

適用される法律および契約上の義務に従って、アクセスできる情報の機密性、完全性、および可用
性を保護します。 顧客、競合他社、第三者、従業員の個人データを侵害から保護し、収集された目
的にのみ使用することが不可欠です。 当社の保護措置は、個人データの受領、収集、使用、転送、
処理、保存、削除に適用されます。
データ保護とプライバシーの詳細については、法務部（legal.privacy@bcdtravel.eu）および/またはデ
ータプライバシーオフィサー（該当する場合）に連絡してください。
2.1.1. 会社の秘密情報
会社の秘密情報とは、現在および将来の製品、サービス、または研究に関するあらゆる情報です。
ビジネスまたはマーケティングの計画または予測；収益、所得、その他の財務データ；組織の変更
を含む人事情報；およびソフトウェア。 当社の許可なしに、誰もこの情報を開示または配布するこ
とはできません。 情報保護のための、会社のすべての保護措置に従う必要があります。
2.1.2. 贈収賄防止および汚職
贈収賄および汚職は一般に、商業的利益を獲得または保持するため、または不適切に行動すること
を受領者に奨励したりまたは報酬を与えるために、価値のあるものを受け取る、与える、約束する
、認可または提供することが含まれます。 これがビジネス関係で行われた場合、贈収賄となります
。 政府関係で行われた場合、それは汚職となります。 当社はいかなる状況においても、贈収賄ま
たは汚職を容認しません。
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2.1.3. 政府関係者
政府の従業員または公務員、政府機関、政府が所有または管理している団体、およびファシリティ
・ペイメントについては、しばしば贈収賄に関連する具体的かつ厳格な倫理的および法的基準が適
用されます。 法律および適用される規制で明確に許可されていない限り、政府職員に価値のあるも
のを提供しないでください。 政治献金、慈善寄付、寄付、およびスポンサー活動が贈収賄または汚
職の目的に使用される可能性があることにも注意してください。

2.2.

贈答と接待

私たちは、性質、頻度、費用が合理的な商業ビジネスの贈答や接待を許可します。 ビジネスにおけ
る合理的な贈答や接待には、ランチ、ディナー、または時折のスポーツイベントや文化イベントが
含まれます。名目的な価値の贈り物;会社の施設での接待;またはBCDの車両での許可された移送。
ビジネスにおける合理的な接待には、会社が主催する伝統的なプロモーションイベントも含まれま
す。

2.3.

資金洗浄

マネーロンダリングは、違法行為により調達した資金を隠蔽し、これらの資金を合法的に取得した
ものに見せかけるプロセスです。 当社はマネーロンダリングを促進することも容認することもあり
ません。 承認されたプロセスとチャネルを介してのみ支払いを行い、もしくは受け取り、それらの
支払いを適切に文書化しなければなりません。 当社はあらゆる形態のマネーロンダリングを必要と
する取引は拒絶します。
さらに詳しい情報については、
ソーシャルメディア ソーシャルメディアガイドラインを参照してください
情報セキュリティ コーポレートセキュリティ部門が所有するグローバル情報セキュリティポリシー
を参照してください。
データ保護とプライバシー グローバル法務にお問い合わせください Legal.privacy@bcdtravel.eu
帳簿と記録 会計ハンドブックを参照してください。

3. 財務の健全性
3.1.

帳簿と記録

当社の帳簿、記録、および口座は、合理的な程度の詳細さで取引を正確かつ公正に反映しなければ
なりません。
弊社は、書面による契約または契約で、ディストリビューター、ライセンシー、およびサプライヤ
ーなどの第三者とのすべての取り決めを正式にします。 契約書または合意書は、履行されるサービ
スおよび/または提供される製品を明確に説明する必要があります。 サービスおよび製品は、妥当
な料金および/または妥当な価格で履行および納品されます。 すべての契約書と合意書は適切な文
書として保存する必要があります。

行動規範 | ページ 6

3.2.

事業資産

当社は、会社の資産を違法または不適切な目的で使用することは許可しません。 特に出張に関する
サービスのプロセスやシステムに関連する顧客アカウントや知的財産などの無形資産を含む当社資
産の保護は重要です。 あなたはそうすることに個人的に責任があります。
あなたの行動が私たちの行動規範を反映しているのか確かではないのですか
あなたの行動または計画している行動がこの規範に沿っているかどうか不確かな場合、以下の質問
をしてみてください。
自分の行動に関する情報が警察や、競争当局、またはその他の第三者によって調査された場合、私
は心静かにいられるだろうか？

自分の行動がオンラインやテレビ、または新聞で公表されたのを見て平静でいられるだろうか？
自分の行動を上司に説明しなければならないとしたら、落ち着いていられるだろう？
上司や同僚がこのように行動した場合、コンプライアンスルールに従っているといえるだろうか？
家族の誰かに自分の行動について、躊躇なく話すことができるだろうか？
これらの質問のいずれかの答えが「いいえ」である場合、おそらくこの規範を遵守していないと思
われるため、計画されたアクションを実行しないでください。
特定の行為が許されるかどうかについて質問がある場合、あるいは当社の価値観とルールの適用に
ついてアドバイスが必要である場合は、上司または近くの人事担当者に相談してください。 あなた
のいる拠点では懸念事項を解決できない場合は、Compliance@bcdtravel.comに問い合わせください
。

4. 責任
当社の執行委員会はこの規範を確立し、承認しました。 あなたが間違いなくそれを遵守するように
するのは、あなたの責任です。 グローバル内部監査担当上級副社長は、定期的に規範を改訂し、更
新する責任があります。 人事窓口担当者は、従業員にこの規範を周知させる責任があります。

4.1.

違反の報告

この規範の違反は懲戒処分につながる可能性があります。 コンプライアンス違反報告ポリシーの条
件に従って、不正行為を直ちに報告することを強くお勧めします。 BCDは、懸念を提起したり、情
報が真実であると合理的に信じて善意で 不正行為を報告する人に対する報復を禁止しています。
違反報告の詳細については、コンプライアンス違反報告ポリシーをご覧ください。

不正行為の報告に関する詳細については、
コンプライアンス違反報告ポリシーをご覧ください。
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