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サプライヤー行動規範

「誠実に行動する」は Pinterest が創
設して以来ずっとビジネスの方向性を
導いて来た価値観です。Pinterest は、
同じ価値観を体現し、法的にも倫理的
にも誠実で、責任を持った経営に向け
て努力しているサプライヤーと提携し
ています。このサプライヤー行動規範
は、Pinterest と協働する際のサプライ
ヤーの商行為に Pinterest が期待する
内容を示しています。 

このサプライヤー行動規範は、Pinterest, Inc. とその子会
社ならびに世界中の任意の場所にある管理下にある関
連会社（以下「Pinterest」または「当社」）のサプライヤー
に適用されます。「サプライヤー」（または「あなた」）とは、
価値と引き換えにあらゆる種類の商品またはサービスを 
Pinterest に提供するサードパーティーです。各サプライ
ヤーは、このサプライヤー行動規範の内容を、Pinterest 

と協働する、または Pinterest のために働いている従
業員、代理人、下請け業者およびその他の代表者に伝
えることが求められます。あなたのスタッフメンバーが 
Pinterest の敷地内で、あるいは直接 Pinterest チーム
のメンバーと共に仕事をする場合、Pinterest のビジネス
行動とビジネス倫理規範の写しもシェアするようお願い
します。このサプライヤー行動規範における Pinterest の
期待に応えられない場合、現在および今後の Pinterest 

との提携関係に影響を及ぼす可能性があります。

https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
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Pinterest は常に倫理的に行動し、Pinterest の方針と法律に従います。
的確に判断をして透明性を維持してください。

適用法の遵守
グローバル企業として、Pinterest は当社のビジネスに適
用される現地の法規制を含む適用法を尊重します。当社
のサプライヤーは、適用法および当社の契約条件を遵守
する必要があります。本サプライヤー行動規範を遵守す
ると現地の法律の違反になるような場合、法律を遵守す
ることが求められます。

利害の対立
私たちは皆、Pinterest の成功に向けて取り組んでいま
す。透明性を確保するために、Pinterest との実際または
潜在的に利益相反を引き起こす、あるいは利益相反と
認知される可能性のある活動／取引／関係がある場
合、Pinterest に速やかに開示してください。Pinterest に
伝える必要のある、（現在は存在しない場合でも）競合と
なり得る状況の例には、次のものがあります。

Pinterest のために業務を行うあなたのスタッフメ
ンバーに Pinterest スタッフとの親密な個人的関係
が存在し、あなたの Pinterest との業務には、当該 
Pinterest スタッフとの仕事が含まれているような場
合。

あなたの会社が政府に部分的に所有されている、ま
たは管理を受けている場合。

あなたが公的国際機関である場合。

iあなたが政党である場合。

Pinterest のための業務を行っているあなたのスタッ
フメンバーが公務員である場合。つまり、何らかの政
府機関の任意のレベルまたは任意の支部のために、
またはその代理としてあなたのスタッフメンバーが働
いている場合。

Pinterest のための業務を行っているあなたのスタッ
フメンバーが選挙の候補者である場合。 

該当する状況を説明する開示情報を速やかに 
Sourcing@pinterest.com まで送信してくださ
い。Pinterest で開示内容を確認し、何らかの対応が
必要かどうかをお知らせします。ご質問がある場合は 
Sourcing@pinterest.com までお問い合わせください。

独占禁止法と競争法
Pinterest は、当社ビジネスの範囲およびパートナーとサ
プライヤーのビジネスの範囲における活気ある競争関係
を支持しています。サプライヤーには独占禁止法と競争
法を遵守することを求めます。市場分割、価格操作、特定
の候補を採用しないとの約束、入札の不正操作（販売ま
たは購入のプロセスに影響を与える形での調整）、特定
の広告主、業種、オーディエンスを扱わないという合意、

誠実に行動する
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あるいはその他の協調的行動など、Pinterest に代わって 
Pinterest の競合企業との競争方法に関して取引を行っ
てはなりません。 

贈収賄および汚職の防止
Pinterest はグローバル企業として、米国海外腐敗行為
防止法や英国贈収賄防止法など、世界中の贈収賄防止
法を尊重および遵守しています。私たちはこれらの法律の
文言と精神の両方を尊重しており、サプライヤーおよびそ
の他の代理人も同様のことが求められます。サプライヤー
は、不適切な利益を確保したり、その他不適切に他者の
判断に影響を与えたりするために、Pinterest の代理とし
て有価物のオファー、供与、支払いの認可をしてはなりま
せん。どんな形態であっても、賄賂やキックバックを要求ま
たは受領してはなりません。Pinterest はまた、正確かつ完
全な帳簿書類を作成および保存し、適用される贈収賄防
止法および汚職防止法の違反を防ぐために必要な方針、
手順、および管理を実施することをサプライヤーに求めて
います。あなたのスタッフ、下請け業者、代理店がこれらの
義務を理解していることは重要です。

贈答品と政治への参与
Pinterest 社内のビジネスプロセスの整合性を守り、ビジ
ネス上の関係性を支え、利害の衝突を回避し、また贈収
賄防止法を遵守するために、Pinterest は贈答品の授受
に関して明確な手順を定めています。Pinterest のチーム
メンバーに贈答品を贈りたい場合は、まずその受領者に、
それが Pinterest のポリシーに準拠しているか確かめる
よう求めてください。Pinterest 調達チームのメンバーは、
サプライヤーまたは潜在的なサプライヤーから有価物で
ある贈答品を受け取らない点に留意してください。サプラ
イヤーは、Pinterest との書面による合意で認められてい
る場合を除き、調達チームの事前の書面による承認なく 
Pinterest の代理として第三者に贈答品の提供または寄
付を行うことはできません。いかなる状況においても、サプ
ライヤーは Pinterest の誰かに現金または現金と同等の物

（例：Visa または AmEx ギフトカード）を贈ることはでき
ず、同様に Pinterest の代理で他の第三者に贈ることもで
きません。

Pinterest は、ロビー活動を行う際にはすべての適用法
を遵守すること、政府機関やその代表者とのやり取りに
おいて倫理的に行動することを約束します。サプライヤ
ーには、自社のロビー活動を同様に高い倫理基準に従
い、適用法を遵守して行うことを求めます。サプライヤー
は、Pinterest のコンプライアンスチームおよびパブリック
ポリシーチームの事前の書面による許可なく、Pinterest  
の代理でロビー活動を行ったり、政治献金を行ったりする
ことはできません。ロビー活動実施に関するリクエストは
すべて Pinterest 調達チーム（Sourcing@pinterest.com)

に送信してください。あなたの代わりに当社コンプライア
ンスチームとパブリックポリシーチームとの仲介を行いま
す。

貿易に関する制限
Pinterest は、米国、英国、EU での制裁プログラムを含む、
該当する国際貿易の制限の遵守に取り組んでいます。貿
易の制限には、経済制裁、禁輸措置、輸出入規制、障壁
規則、反ボイコット法などがあります。このような法律は、
特定の個人、団体、政府および国との取引の実施、また
は Pinterest のサービス、製品、技術を提供する能力を制
限しています。Pinterest は、サプライヤーに適用法を遵守
し、Pinterest に適用される可能性のある貿易制限に違反
しないことを求めています。たとえば、Pinterest と協働す
るサプライヤーは、Pinterest との取引を行う際に、米国の
制裁措置および貿易制限を遵守する必要があります。サ
プライヤーがこれらの要件の対象にはならない場合でも
同様です。 

誠実に行動する
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Pinterest の資産を保護する
守秘義務
Pinterest と仕事をする際に、当社のビジネス、スタッフ、ユ
ーザーまたは広告パートナーに関する機密情報にアクセ
スできる場合があります。機密情報とは、Pinterest 外部の
人々が一般的に知らない情報やアクセスできない情報、
および第三者が Pinterest に機密として提供する情報の
ことです。Pinterest との業務をやめた後であっても機密を
保持し、関係の終了後に契約の条件に従って所有してい
る資料を返却または破棄します。Pinterest との契約で仕
事に必要な範囲でのみ、機密情報にアクセスして使用し
てください。さらに、Pinterest の機密情報またはあなたに
適用される機密保持契約のすべての条件を遵守する必要
があります。また、機密情報かどうか判断がつかない場合
は、Sourcing@pinterest.com に質問してください。

機密情報の保護
Pinterest のための業務の一環として（または Pinterest 
ネットワークへ接続、Pinterest システム／プロダクトと統
合する手段により）、Pinterest スタッフのデータ、ユーザー
データあるいは広告パートナーのデータにアクセスしてい
る場合、あなたには未許可あるいは違法な損失、開示、ア
クセスまたは処理に対してそれらのデータを保護する適
切な技術的および組織的な対策を行うことが求められま
す。このような対策は、業界のベストプラクティスおよび適
用される法的要件に準拠し、安全かつ確実に機能する必
要があります。Pinterest は、データ、ネットワーク、システ
ム、製品にアクセス可能なあらゆるサプライヤーに、セキュ

リティ審査に合格し、標準の契約条件（Pinterest セキュリ
ティに関する添付文書）を遵守することを求めています。

インサイダー取引
機密情報を含む重要な非公開情報に基づいて Pinterest 

の株式やその他の証券を取引したり、他人にそのような
情報を流してインサイダー取引をできるようにしないでく
ださい。重要な非公開情報とは、一般に公開されておら
ず、理性的な投資家が会社の株式の売買に利用する可能
性のある情報のことです。Pinterest に関する情報は、その
業績、事業計画、戦略に関する情報など、すべて重要な非
公開情報の可能性があります。 

知的財産の侵害
ブランドは、Pinterest で最も価値ある資産の 1 つです。
あなたのPinterest との業務に適切な形で、Pinterest のブ
ランドガイドラインに従って、いつでも誠実かつ本物の情
報を提供し、楽しく活気に満ち、興味深く、ユニークで、刺
激的なブランドとして Pinterest が提示されるよう確認し
てください。あなたは知的財産権を保護し、Pinterest の
企業秘密と開発内容を保護し、Pinterest との契約のあら
ゆる要件を遵守することが求められます。Pinterest との
書面による合意で別途許可されている場合を除き、当社
のロゴまたはブランド名（ウェブサイトまたはマーケティン
グ資料を含む）を書面による許可なく使用することはでき
ません。

mailto:Sourcing@pinterest.com
https://brand.pinterest.com/
https://brand.pinterest.com/
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Pinterest を代弁する
Pinterest との契約で具体的に許可されていない限り、公
に Pinterest を代弁することはできません。

職場の安全、セキュリティ、プライバシー
Pinterest は、清潔かつ安全で、暴力のない職場を提供す
ることを約束しており、サプライヤーにも同じことを求め
ています。また、自然環境の保護にも努めており、サプライ
ヤーには適用される環境、健康、安全に関するあらゆる法
律を遵守することを期待しています。Pinterest が発する
健康または安全に関する要件を遵守する、Pinterest の職
場内に深刻な健康上または安全上の危険性をもたらさな
い、Pinterest セキュリティチームに危険な状態、事故、障
害について知らせるなど、あなたは自分の責任を担うこと
が求められます。Pinterest 敷地内に危険な状況、事故、
障害に関する懸念がある場合は、直ちに Pinterest セキュ

リティチームに報告してください。Pinterest グローバルセ
キュリティオペレーションズに電話（+1 (628) 600-4073

）またはメール（pinpatrol@pinterest.com)で連絡できま
す。

会社の保護、ポリシーの実施または法律の遵守を目的と
して、Pinterest は、デバイス管理ポリシーに従って、会社
所有のデバイスおよび個人用デバイス上の関連情報お
よび通信内容を閲覧、検索および保存する場合がありま
す。Pinterest はまた、法律で許可されている通り、物理的
な探索、ビデオ監視の使用、Pinterest の施設内へのアク
セス制御または制限を行う場合があります。あなたには、
適用法に従い、Pinterest のセキュリティ要件を遵守する
ことが求められます。

Pinterest の資産を保護する

地球を守る
Pinterest は、環境を保護するという社会的責任を認識し
ています。サプライヤーには、適用される環境関連のあら
ゆる法規制の遵守、廃棄物の排出防止または削減、危険

物の識別と適切な取り扱いを通じ、Pinterest と同様のコ
ミットメントを共有することを期待します。

mailto:pinpatrol@pinterest.com
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良い雇用主になる
人権
Pinterest は、世界人権宣言（UDHR）など、国際的な人権
に関する基準で認められている原則を含む人権の尊重に
取り組んでいます。当社のサプライヤーは同じ目標を共有
し、人権に関連するあらゆる適用可能な法的要件を遵守
する必要があります。現地の法律が国際的に認められた
人権の基準と矛盾する場合は、このサプライヤー行動規
範に定められた原則を推進しながら、法律を遵守する必
要があります。

現代の奴隷制と人身売買は、Pinterest のサプライチェー
ンおよびビジネスには存在しません。当社のサプライヤー
は、人身売買および現代の奴隷制の防止に関連するあら
ゆる適用法を遵守する必要があります。Pinterest は、強
制労働や賦役、児童労働を決して容認しません。サプラ
イヤーは、適用される賃金および労働時間に関する法規
制を遵守する必要があり、国際労働機関（ILO）の労働基
本原則および権利に関する宣言に定められた基準に従っ
て、適切な労働時間を確保し、スタッフに公正な賃金を支
払う必要があります。

ハラスメント、差別、雇用機会の均等
Pinterest が求めているのは最高の人材です。そのため、雇
用主として雇用機会の均等に尽力し、候補者の能力に基
づいて採用の判断を行っています。さらに、Pinterest は、
差別、ハラスメント、酷使、報復行為のない職場環境の実
現に取り組んでいます。社内の方針に定められているよう
に、雇用における違法な差別、嫌がらせ、報復を禁止し、サ

プライヤーにも自社の人員に対して同等の職場環境と基
準を維持することを求めています。

インクルージョンと多様性 
Pinterest は、すべての人にインスピレーションをもたらす
プロダクトとサービスの構築に努めています。この目標の
達成には、多様性に富みインクルーシブな人員の確保が
不可欠です。サプライヤーには、自社の人員の個別の背
景、経験、差異、能力を評価することを期待します。サプラ
イヤーの選定の際に Pinterest はインクルーシブな原則
を採用し、世界中のスタッフとユーザーの多様な背景を
反映しているサプライヤーを優先します。人種、性別、性別
の表現、性的指向、宗教または適用法で保護されている
その他の階級などに基づいて差別が社内の慣行または方
針に存在する相手とは提携しません。可能な場合はいつ
でも、社会の隅に追いやられたコミュニティや過小評価さ
れているコミュニティに影響を及ぼす、過小評価や偏見に
法律の枠組みを超えて取り組んでいるパートナーを求め
ています。

敬意を持ったやりとり
多くの場合、サプライヤーは Pinterest スタッフとの緊密
な共同作業を通じて、ユーザーだけでなく相互に刺激を
与えあっています。安全で互いに敬意を持っており、イン
クルーシブな職場コミュニティの構築に貢献し、Pinterest 

を誰もが快適に能力を発揮できる場所に維持するお手伝
いをしてください。 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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このサプライヤー行動規範の違反が疑われる場合、およ
びその他の非倫理的な行動、当社の方針の違反あるいは
違法行為が疑われる場合は、Pinterest に報告することが
非常に重要です。Pinterest は報告を非常に真剣に受け止
め、提起された信頼できるあらゆる懸念を迅速かつ徹底
的に調査します。また、あなたとあなたのスタッフには、そ
のような調査に協力することを期待します。Pinterest は
常に、可能な限り、法律に従って調査の機密保持に努めま
す。報告は様々な方法で行うことができます。 

Pinterest 調達チーム： 
Sourcing@pinterest.com

codeofconduct@pinterest.com

ウェブポータル（匿名で報告可能）： 
https://pinterest.ethicspoint.com

 
電話ホットライン（匿名で報告可能）：844-704-6249

米国以外からのフリーダイヤルについては、こちらのダイ
ヤル方法をご覧ください。

あなたは、スタッフ、下請け業者およびその他の代表者に、
上記の Pinterest の報告チャネルについての通知など、上
記の原則について連絡およびトレーニングを行う責任が
あります。このサプライヤー行動規範の期待に応えられな
い場合、現在または今後の Pinterest とのビジネスに影
響を与える可能性があります。この規範が Pinterest との
書面による合意と矛盾する場合、矛盾点については該当
する合意の内容に従うものとします。

Pinterest は、このサプライヤー行動規範を随時更新しま
す。現行版は Pinterest ウェブサイト（https://investor.

pinterestinc.com/governance）で参照できます。

初版の発効日：2020 年 8 月 1 日
改訂日：2022 年 1 月 27 日

本行動規範の遵守

報告
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