
ビジネス行動規範



Our Mission
人々の心を豊かで活力あるものにするために — ひとりのお客様、一杯
のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから

Our Values
私たちは、パートナー、コーヒー、お客様を中心とし、Valuesを日々体現
します。

• お互いに心から認め合い、誰もが自分の居場所と感じられるよう
な文化をつくります。

• 勇気をもって行動し、現状に満足せず、新しい方法を追い求めま
す。スターバックスと私たちの成長のために。

• 誠実に向き合い、威厳と尊敬をもって心を通わせる、その瞬間を
大切にします。

• 一人ひとりが全力を尽くし、最後まで結果に責任を持ちます。

私たちは、人間らしさを大切にしながら、成長し続けます。

Our Mission & Values    



パートナーの皆さん

私たちは、他の人々のために行動し、正しい行いをすることが私たちの成功
のコアであると信じる、他とは異なる企業の一員です。私たちは現状に満足
せず、新しい方法を追い求めます。これは、私たちを定義する Our Mission 
and Values への確固たるコミットメントです。  

私たちはパートナーとして、お客様、ビジネスパートナー、そしてコミュニテ
ィとの関係を通じて、私たちのブランドを表現します。私たちが本物である
とき、すなわち、皆で協力して素晴らしい職場環境を築き、意義のある体験
をお客様に提供しているとき、私たちは最高の状態であるといえます。

互いに支え合い、誠実に行動することが、私たちの成功には不可欠です。ビ
ジネス行動規範は、私たちが仕事をするうえで倫理的な意思決定ができる
ように、指針を提供するものです。疑問や懸念がある場合は助けを求めてく
ださい。また、どうすれば良いか判断に迷った場合は声を上げてください。
皆さんの正しい意思決定をサポートします。

私たちが共に歩む道のりには、未来を形作る素晴らしい機会が待っていま
す。Our Valuesを実践し、スターバックスを誇ることのできる会社にしてゆく
ことへの皆さんのコミットメントに、感謝いたします。

パートナーであることを誇りに思います。

ケビン・ジョンソン 
社長兼最高経営責任者

“「互いに支え合い、誠実に行動することが、私たちの
成功には不可欠です」。”
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Our Values の実践と体現

報復防止方針
Starbucksは、パートナーが合理的に起こったと確信する、ビジネス行動規範またはStarbucksの
各ポリシーの潜在的な違反について、懸念や質問を提起したパートナーへの報復または迫害
を、容認しません。
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なぜ「ビジネス行動規範」を定めているのでしょうか？
• 当社はグローバル企業として、最高水準の倫理的な行動と振る舞いの基準に従います。
• この規範は日常業務における意思決定の助けとなります。
• この規範は、当社が法的および倫理的な責任に対し、真摯に向き合っていることを示してい

ます。

誰がこの規範の順守を求められていますか？
• すべてのパートナー、役員、取締役、臨時職員、独立業務請負者にこの規範が適用されます。
• スターバックスのために業務を行う第三者にも、同様に高水準の倫理基準に従うことが求

められます 。

パートナーとして知る必要があること
• 業務に適用されるこの規範やその他の規程類、当社のポリシーを把握し、これに従うこと
• 正しい行動の判断に迷った場合に質問すること
• 不正を発見した場合や、不正の疑いがある場合に声を上げること

リーダーとマネージャーが生み出す職場の雰囲気
• パートナーに対して高い期待水準を設定し、例を挙げてリードする
• パートナーが質問や問題を報告しやすいように、開放的な文化を育てる
• 職場での不正に警戒する
• 継続的な学習機会を設けて、倫理およびコンプライアンスを促進する

報復防止方針
Starbucksは、パートナーが合理的に起こったと確信する、ビジネス行動規範またはStarbucksの
各ポリシーの潜在的な違反について、懸念や質問を提起したパートナーへの報復または迫害
を、容認しません。
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職場環境



7

互いへの接し方
「Starbucksグローバル人権規範」に基づき、Starbucksは、雇用慣行において平等な機

会を促進し、業務関連の基準のみに基づいて採用の意思決定を行います。また、強制的
な労働は行っていません。

18歳未満のパートナーを雇用する場合、マネージャーは、Starbucksが策定し、また法的
に義務付けられている最低雇用年齢および当該パートナーの就労時間やタスクの制限
をすべて順守して、当該パートナーの教育、健康、安全、および精神的かつ身体的発育が
就労により妨げられることがないようにしなければなりません。

すべてのパートナーには、ハラスメント、いじめおよび差別のない環境で働く権利があり
ます。ハラスメント、いじめ、差別には、以下を含むさまざまな形態があります。

• 不快なコメント、身ぶり、または身体的接触
• 攻撃的、侮蔑的または性的に露骨な写真またはその他の物品の掲示または回覧

（電子メールによるもの、インターネット上のものを含む）
• 攻撃的または侮蔑的なジョークやコメント（明示的なものまたは暗示的なもの）
• 口頭のまたは身体的な虐待または脅し

“すべてのパートナーには、ハラスメント、いじめおよび差別
のない環境で働く権利があります。”

Q：同僚の1人が不適切なジョークを、私および何人かのチームメンバー宛てに送信しま
した。私は気分を害しましたが、この懸念を同僚に申し立てるべきなのかどうか、分か
りません。どうすればよいでしょうか？

A： 私たちは互いに、Starbucksがすべてのパートナーにとって働きやすい場所であるこ
とを確保する義務を負っており、このような攻撃的な行為は容認されません。同僚
と直接話をするのが気まずいと感じられる場合、 あなたのマネージャー、パートナ
ーリソース部門、またはビジネス倫理・コンプライアンス部門までご連絡ください。
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多様性
Starbucksはすべての人々、それぞれの固有の能力、長所、違いを受け入れる環境を、積極的に創
出・促進しています。また多様性は、当社の戦略および競争力におけるビジネス優位性であるとし
て、奨励しています。

私たちはお互いの、顧客や取引先の、および関わり合いのあるすべての人の、多様性を尊重しま
す。当社の目標は、世界で最も多様性を受け入れる企業の1つになることであり、私たちと接する
すべての人々にとっての完全な平等性、一体性、および接しやすさの実現に向けて努力していま
す。

賃金および勤務時間の規則
Starbucksは、適用されるすべての賃金および勤務時間の法律および規制に従うことを、誓約して
います。Starbucksのために行われたすべての業務に対する報酬が正確に支払われるようにする
ため、時間給ベースで報酬を受けるパートナーは、その国で確立されている手順に従って、勤務
時間を正確に報告・記録しなければなりません。

Q： 最近私の店舗は非常に忙しく、定期的な掃除の時間を見つけることが難しくなってい
ます。今朝の店舗ミーティングで、私たちのマネージャーが全員に向けて、退社時間ま
でに作業が終わらない場合には、「サービス残業」としてやってもらうと言いました。マ
ネージャーがこのようなことを私たちに要求してよいのでしょうか？

A： いいえ。サービス残業はStarbucksにより固く禁じられています。Starbucksは、すべ
てのパートナーが行うすべての業務について、正確に報酬が支払われるよう保証す
ることを、誓約しています。サービス残業の要求があった場合は必ず、パートナーリ
ソース部門またはビジネス倫理・コンプライアンス部門に報告してください。
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ビジネス活動
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Q： 親戚を雇用して、Starbucksで仕事をさせたいと思っています。これは行う必要がある
合法的なプロジェクトであり、私の親戚はこの種の仕事を行うトレーニングを受けて
いますので、彼女を雇用しても構わないでしょうか？

A： 業務は合法であっても、この状況からは利益相反に見える状況が作り出されます。
このような状況については、契約を締結する前に独立したレビューを実施できるよ
う、ビジネス倫理・コンプライアンス部門に報告してください。これにより、当該関係
に対して疑惑が起こった場合に、あなた、あなたの親戚、およびStarbucksを疑惑か
ら守ることができます。

利益相反
私たち全員が利益相反を回避しなければなりません。利益相反は、個人的な利益または活
動がStarbucksで行うまたは義務を負う職務を妨げる、あるいは妨げるように見える場合に、
起こります。利益相反という状況は、最も倫理的な人物に対してさえ、無意識のうちに影響を
与えてしまう可能性があり、相反がわずかであると思われる場合にも、パートナーの行動や
誠実さが疑われてしまう可能性があります。

1年に1回の開示に加えて、潜在的な利益相反は、パートナーのマネージャーまたはパート
ナーの部署およびビジネスユニットの担当VPに開示しなければなりません。彼らは、最高倫
理・コンプライアンス責任者（CECO）へと連絡します。パートナーが希望する場合、ビジネス
倫理・コンプライアンス部門経由でCECOに直接開示することが可能です。

利益相反が生じる可能性がある状況を、数例挙げてみます。
• Starbucksと取引関係にある、または取引を希望する会社、あるいはStarbucksと競合

する会社 による雇用や経営業務（コンサルティングを含む）（例えば、競合他社のコ
ーヒーショップでの勤務）

• そのような会社に多額の直接投資を行うこと（あなたまたは近親者による）
• Starbucksとの取引において、Starbucks以外の実体の代表として行動すること（製品

やサービスをStarbucksに販売する人物を支援する、など）
• Starbucksが興味を持つ取引に個人的に関与すること  
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贈答品および接待
贈答品または接待は、義務感を生み出す可能性がある、仕事に関わる判断が損なわれる可能性
がある、または上記が行われるように見える状況が生じる場合には、授受してはなりません。贈
与が適切であるかどうか判定する場合、その価値および、その贈答品が公に開示されたらあな
たまたはStarbucksの評価に傷がつくかどうかを、検討してください。

現金の授受は決して行ってはなりません（しかし、一部の店舗パートナーの優良なサービスに対
する習慣的なチップは、受け取り可能です。）。しかし、中国、マレーシア、シンガポール、およびタ
イといった現金の贈与交換の習慣がある地域での伝統的な贈答の季節には、パートナーは教唆
してはなりませんが、非政府関連事業体の職員と、20米ドルに相当するわずかな金額の現金を
贈り合うことが可能です。

Starbucksと取引関係にあるいかなる人物、またはStarbucksと取引を希望するいかなる人物か
らの食事または接待を、奨励または教唆してはなりません。価値のある贈与または接待の授受
は、関係に影響を与えようとする不適切な試みとみなされる恐れがあります。

パートナーは、合理的かつ習慣的で、適切で、起こる頻度が低く、高額ではない場合、食事および
接待を授受可能です。追加のガイダンスについては、あなたの所属する現地法人・所属部署の
出張や経費に関するガイドラインを参照してください。                                                   

Starbucksは、いかなる形態の贈賄または動機付けの提供、授与、教唆または受領も禁じていま
す。上記行為に関与した場合、重い罰則が課せられます。 

“上記行為に関与した場合、重い罰則が課せられます。”

Q： 取引先からのビジネス会食を受け入れてよいですか？

A： ほとんどの場合、控え目で頻度の低いビジネス会食は受け入れて構いません。しか
し取引先が食事を支払う場合は常に、特定の状況およびあなたの公平さが損なわ
れていないか、または損なわれているように他者の眼に映らないかを、検討してく
ださい。契約交渉中に会食のオファーがあった場合は、その招待を丁重に断らなけ
ればなりません。判断に迷う場合は、あなたのマネージャーに相談してください。
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国際ビジネス
パートナーは、税関および貿易に関するすべての現地および外国の法律を、順守しなけれ
ばなりません。Starbucksは、政府機関に対してビジネスの内容を説明するにあたり、正確
および誠実を期しています。パートナーが輸出入手続きを促進するため、税関職員または
Starbucksが雇用する代理人に提供するすべての情報は、正確で誠実でなければなりませ
ん。

Starbucksのために国際的な取引を行う場合、これらの法律を完全に理解し、Starbucksの名
義を用いて取引を行う第三者について十分に調査して、当社のために彼らが適切な意思決
定を行うよう徹底させてください。

Starbucksのパートナーは、ビジネス上の意思決定の結果に影響を与えることを目的とし
た、いかなる種類の贈賄もリベートを含む取引も行ってはなりません。

政府・官公庁との相互関係
Starbucksは、現地の法律・規制・規範に従い、政府当局者お
よび地域社会内の他者と共に働く場合は公平かつ誠実を
期することを、誓約しています。

外国の機関または官公庁当局者への金銭の支払は、米国
および外国の法律で認められた範囲内で行わなければな
りません。Starbucksによる、またはStarbucksのために行う
外国の機関または官公庁当局者への支払は、常に提供さ
れるサービスに対するもののみでなければならず、これら
のサービスの性質に見合う合理的な金額でなければなり
ません。

現地でのプロセスを促進するため、または現地政府当局者
に影響を与えるために、金銭の支払またはいかなる種類で
あっても贈与を申し出たり、贈与を行うことは、Starbucksの
各方針の違反となります（法律違反である可能性もありま
す）。どのような状況であっても、パートナーは法律に違反
する、またはStarbucksと取引を行うよう官公庁当局者を誘
導する金銭の支払を、行ってはなりません。

Q： 一緒に働いている取引先が、私にとって重要なプロジェクトを、期限通りに予算以下で
完了しました。贈与で感謝の気持ちを表したいのですが。何が適切でしょうか？

A： 贈与をする場合は、純粋にビジネス慣習上一般的であるかどうかを基本的な考え方
におきます。取引先向けの贈与を選択するときは、これを念頭に置いてください。ま
た、彼らの贈与および接待方針も考慮に入れるべきです。私たちは、他者に当社規範
を尊重してもらいたいのと同様に、彼らの規範にも注意を払う必要があります。
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政府または規制当局者より連絡を受け、情報の提供または査察の受け入れを要求された
場合、あなたのマネージャーに即座に報告してください。マネージャーは、適切な措置を
講じます。または、適切な部署に連絡して指導や助言を得ます。

パートナーは政府と関わり合いを持つときは誠実かつ率直でなければなりませんし、別の
パートナーやその他の人物に指示を与えたり促したりして政府当局者または担当者に対
して虚偽の、あるいは誤解を招く情報を提供してはなりません。パートナーはその他の人
物に指示を与えたり促したりして、調査に関係のある記録を破棄させてはなりません。

特定のパートナーは、ロビー活動の公開、贈賄防止および汚職防止に関するものを含
む、関連法規を順守する目的で、定期的に通知およびトレーニングを受けます。

販売方法および広告
Starbucksはすべての販売および広告において、製品およびサービスの正しい価値に基
づき競争します。顧客または潜在的顧客とのやり取りは、誠実かつ正確でなければなり
ません。製品およびサービスについて何かを述べたら、それは実証可能でなければなり
ません。私たちは自分たちが行っていることの品質を販売するのであり、競合他社を誹
謗しません。

“パートナーは政府と関わり合いを持つときは誠実
かつ率直でなければなりません。”

Q： 我々は、政府当局者との関係を促進するため代理人を利用しています。先日、彼がコ
ミッションの増額を求めてきました。私は、彼がこの金を現地当局者に渡すのではな
いかという、疑惑を感じました。どうすればよいでしょうか？

A： 代理人がStarbucksのために不法な支払を行うと疑われる場合、当社はそれが本当
かどうかを調査し、そのような支払を止める義務があります。あなたは感じた疑惑
を、あなたのマネージャーまたはビジネス倫理・コンプライアンス部門に報告しな
ければなりません。
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公正な競争
公正競争法は、自由市場での活発な競争を促進することを目的としています。自由かつオープ
ンな競争が促進されることは、Starbucksにとっての最善の利益です。Starbucksは、競合他社や
取引先との間に競争を制限する了解・合意がない状態で、自身のビジネス意思決定を行わなけ
ればなりません。当社は、これらの法律の順守は極めて重要であると見なしています。

Starbucksのビジネスに従事するにあたり、すべてのパートナーは以下の事項に留意する必要
があります。

• 競合他社と価格設定、生産、市場について話し合わない
• 顧客または取引先と再販価格を設定しない
• 常に当社の基本的価値観に一致するやり方で、Starbucksのサービスおよび製品を提供

する
• 既存の合意に違反するよう第三者を誘導しない
• • 現在のまたは潜在的な競合他社を排除する、または市場価格を統制する試みと見な

され得る行為は、決して行わない

Q： 見本市に行く予定です。競合他社のブースに行ってよいですか？

A：はい。彼らのブースに行き、一般に配布されているものを収集することは 構いませ
ん。しかし、ブースにいる誰かと話をするときは、自分がStarbucksのパートナーであ
ることを明かし、ビジネスに関する話題は避けてください。質問がある場合は、見本
市出席前に法務部門に相談して、指導や助言を求めるのが適切です。

Q：競合他社の販売員と私は友人です。我々は時々、マーケティングプランを話題にしま
す。気にかけるべきでしょうか？

A：はい。あなたは、Starbucksが時間と資金を投資して開発した機密情報を明かしてい
ます。またあなたは、マーケティングと価格設定の協議を禁止する、公正競争法に
違反している可能性があります。
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私たちの責務 
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法律および規制の順守
Starbucksは、事業を展開している国の法律、規則、および規制を完全に順守することを、誓
約しています。業務を遂行するときには、適用される法律、規則、および規制を順守しなけれ
ばなりません。

本規範と適用される法律・規則・規制との間に矛盾が生じていると思われる場合、または自
身の、あるいは他のパートナーの行動の合法性に関する質問がある場合は、あなたのマネ
ージャーまたはビジネス倫理・コンプライアンス部門までご相談ください。

証券
パートナーとしてあなたは、通常「重要な非公開情報」と呼ばれる、Starbucksの事業に関する
重大な機密情報を認知する可能性があります。パートナーはそのような情報に基づき、株式

（キャッシュレスの株式オプション権利行使を含む）またはその他のいかなる有価証券等も
購入や売却をしてはなりません。潜在的な問題を回避するため、「重要な非公開情報」という
語句の定義は幅広く解釈すべきです。 

重要な情報には、以下のようなものがあります。
• 財務情報 
• 新しい製品やサービスの開発
• 提案された買収、合弁事業または合併
• 政府による調査
• 主要役員・従業員等の変更

情報は、適切に一般公衆に向けて開示されない限り、非公開であると見なされます。有効な
開示の例として、証券規制当局への公的申告および会社プレスリリースの発行などが挙げ
られます。

Q： 私の家族および友人はしばしばStarbucksについてや株式をいつ購入するべきか
を、私に尋ねます。通常、私が事業について知っていることを彼らに伝え、株式の購入
を示唆しています。これは問題でしょうか？

A： あなた自身が株式を購入・売却する場合も、他の人物に情報を提供する場合も（「テ
ィッピング」と呼ばれます）、内部情報に関するものと同じ規則が適用されます。 近
親者または友人が、あなたが提供した非公開情報を基に株式を購入・売却した場
合、あなたと近親者または友人の両方が、証券取引法違反の責を負う可能性があり
ます。さらには、重要な非公開情報を共有するだけで、近親者または友人が当該情
報を利用して利益を得たかどうかに関わらず、違反となる可能性があります。
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また、市場が当該情報を消化するま
で、十分に時間をとらなければなり
ません。Starbucksでは、当該情報が
公に入手可能になってから少なくと
も丸１営業日経ってから、Starbucks
の株式を取引するようパートナーに
義務付けています。特定の経営幹部
および重要な非公開情報に常にアク
セスできるパートナーは、Starbucks
により定められたブラックアウト期間
も、取引を行ってはなりません。

詳細については、「インサイダー取
引方針」を参照してください。同方針
は、ビジネス倫理・コンプライアンス
部門に連絡の上、入手可能です。

機密情報
Starbucksの情報は当社の業務目的にのみ使用され、Starbucks以外のいかなる人物へも開
示は行わないものとします。さらには社内であっても、業務を行うために当該情報を真に知る
必要のある個人のみが、機密情報へのアクセス権を持つべきです。Starbucksを退社する場合
は、当社の資料、資産、および写しをすべて返却しなければなりません。

機密情報には、取引先の情報、Starbucksの技術、レシピ、調合法、コーヒーブレンド、ビジネ
ス・マーケティングプラン、社内コミュニケーション、および既存・将来の製品情報などが含ま
れます。

機密情報を含む資料については以下の対応を行います。
• 安全な場所に保管し、他者の眼に触れる場所に置いたままにしない
• 明確に「CONFIDENTIAL」等と印をつける
• 目の届かないファックス機またはプリンターへと送信しない
• 他者に聞かれる恐れがある場所で会話しない

Starbucksは、機密情報およびそれを含む資料に関して、公正に取り扱うことを誓約していま
す。当社の情報保護に留意するのと同様に、Starbucksは他者の情報を尊重して取り扱います。 



従う必要のある基本的なルールをいくつか挙げてみます。
• 以前の雇用主からの資料をStarbucksに持ち込まない
• いかなる他者の機密情報の利用も受け入れない（または他者の情報の機密 
 性を保持する）
• 他の企業の現在または元の従業員または取引先から、機密情報を得ようと教 
 唆しない
• スパイ行為に関与しない。市場に関する情報は透明性を保って取得する

その他の知的財産
パートナーとして、あなたがStarbucksのために作成したものは、当社に帰属します。これ
には、発明、発見、アイディア、改善、ソフトウェアプログラム、アートワーク、および著作物
が含まれます。これらの成果物は、あなたの職務の一環としてまたは当社のリソースや
情報を利用して、そのすべてがまたは一部が当社における勤務時間に作成・開発され
た場合、Starbucksの資産となります。パートナーはそのような成果物について、書面で
Starbucksへと即座に開示し、Starbucksによる権利化等の手続きに協力しなければなり
ません。 

外部コンサルタントが行う業務からStarbucksが利益を得られるようにするため、業務を
開始する前に、適切な契約書等を用意することが、絶対不可欠です。

また、Starbucksの名前を含む当社ブランドは、Starbucksの成功にとって非常に価値があ
るとういことを、忘れないでください。ブランドは傷つきやすいため、慎重に使用し誤用
や乱用から保護しなければなりません。適切な商標使用に関するStarbucksガイドライン
を参照してください。
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“ブランドは傷つきやすいため、慎重に使用し誤用や
乱用から保護しなければなりません。”

Q： 私は早めに仕事を開始できるよう通勤中の列車内で私の返事を待つ先方に電話を
かけています。これは問題でしょうか？

A： 非公開の企業情報は、タクシー、エレベーター、社外のカンファレンスおよび見本市
といった、他者に聞かれる恐れがある公共の場所で会話しないよう、注意を払わな
ければなりません。公共の場所で電話をかけなければならない場合は、周りに十分
注意してください。



Starbucksが、アートおよび音楽を含む他者の成果物を使用する場合、私たちも各種の規則に従わなけ
ればなりません。例えば、有効なライセンスを持つソフトウェアのみを使用すべきですし、当該ソフトウ
ェアのライセンスの諸条件に従うやり方でのみソフトウェアを使用すべきです。書面化された資料およ
び音楽は、著作権法の対象である場合がありますので、許可される場合のみ複製するものとします。著
作権の対象となる資料のすべてに使用方法についての注記があるわけではないため、気をつけてくだ
さい。

社内記録の利用と保持
パートナーは業務上のニーズに基づいて、さらには法律または関連規則等の定める要件を順守し、効
率性、安全性を確保しながら、情報を管理する必要があります。これは、紙および電子形式を含む、あら
ゆる形態でStarbucksに保持されている記録に適用されます。

Starbucksの記録の作成・保持を担当している場合、「Starbucks記録管理ハンドブック」、「Starbucks記
録保持スケジュール」、さらに、保持する記録に適用される保持期間に精通していることが求められま
す。また、機密情報の処理および取扱いに関連する、厳格な規則があることも忘れないでください。こ
れには、情報の収集、保管、使用、修正、開示、および破棄が含まれます。

• 記録は常に正確かつ確実に作成され、「Starbucks記録管理ハンドブック」および「Starbucks記
録保持スケジュール」に従って適切に保管しなければなりません。

• 記録には、Starbucksの通常の会計およびレポートシステム内の、すべての必要な取引および
その他の事象が、正確かつ公平に反映されなければなりません。

• 記録されない会社の資金、資産、その他の種類の「帳簿外」口座は、理由が何であれ、存在して
はなりません。

法的に保有することが求められる情報を、故意に破棄・処分してはなりません。法的措置に関連する記
録は破棄・処分できませんし、保存しなければなりません。Starbucksが召喚令状（またはその他の形式
の法的な命令）、記録提出要請またはその他の法的文書を受け取った場合、またはそのような要請・召
喚が起こり得ると思われる理由がある場合は、当該問題に関するすべての情報を保持することが当社
方針となっています。

パートナーおよびお客様の個人情報の保護
スターバックスは、顧客の信頼を保ち私たちの力強い未来を守りながら、ビジネスに不可欠な個人情報
や機密情報など多くの情報資産を保持しています。この個人情報は、デジタル計算システム、ネットワー
クまたはバックアップ機器に保存されたり、紙やその他の記録媒体に記録されたりすることがあります。 

スターバックスグローバル保護基準は、すべての個人情報の収集、保管場所、使用、共有、転送および開
示を厳しく管理し保護することを求めています。さらに、パートナーおよび顧客の個人情報を管理する際
に、基本的なプライバシー保護およびセキュリティの原則が遵守されるよう合理的な努力を払うことを、
企業全体に求めています。 

合理的な努力には、次が含まれます。 

• 適用される国際、連邦、州、現地の法律および規制、ならびに適用される契約上の合意に従うこと。
• 当社のお客様、パートナーおよび取引先の権利を保護すること。 
• データ漏洩の危険性からスターバックスを保護すること。
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情報保護違反が疑われる場合は、直ちにグローバルプライバシーオフィス（Privacy@starbucks.
com）またはローカルヘルプデスクに報告する必要があります。

帳簿および記録
すべてのパートナーは、Starbucksの企業記録の正確性および完全性を確保しなければなりませ
ん。これには、帳簿および記録の信頼性・正確性、さらには開示および情報提供における誠実性
が含まれます。

Starbucksの会計帳簿、財務諸表および記録は、法律要件および一般会計原則に従って保持する
ものとします。

すべてのStarbucksの資産および負債は、その帳簿へと適切に記録するものとします。
費用および収益は、適切な期間に記録されなければなりません。売上は、販売契約の証拠が存在
し、所有権が渡され、および販売価格が判定可能となり回収可能となるまで、公式には完了され
ません。それまでは、売上の記録は虚偽記載となる可能性があります。

財務会計、内部統制および監査事項
会計、社内会計管理、または監査事項に関する懸念は、倫理およびコンプライアンス・ヘルプライ
ンを通して、即座に報告してください。報告は匿名で行うことが可能で、機密として扱われます。

この種のレポートは、分類のされ方によりますが、ビジネス倫理・コンプライアンス部
門、Starbucks米国本社の最高倫理・コンプライアンス責任者(CECO)または法務部門責任者、取
締役会の監査およびコンプライアンス委員会または議長を務める独立した取締役へと転送され
ます。

政治的活動
政治的活動は、業務とは関係のないあなたの個人的な時
間にあなた自身のリソースを利用して行う必要があります。 
Starbucksの施設内または付近で、あなたの政治的または個
人的な見解・信念 （意見書またはその他の資料の掲示・配布
を含む）を宣伝してはいけません。また、あなたがStarbucks
を代表して話している、または当社があなたの見解をサポー
トしていると表明・示唆してはいけません。



法令等の遵守



スターバックスは、事業を行う国の法律、規則および規制に完全に準拠することを約束して
います。あなたは、あなたの職務を行う際に、適用されるすべての法律、規則および規
則に従わなければなりません。

あなたは、基準と適用法、規則または規制の間に対立が存在すると思う場合、または他のパ
ートナーの行動の合法性に関する質問がある場合は、あなたのマネージャーまたは倫理 & 
コンプライアンスに相談する必要があります。

本書の基準および方針は、スターバックスが適用する基準および方針のすべてではなく、特定
の国においてスターバックスおよびそのパートナーに適用される法令を包括的または完全に
説明するものでもありません。スターバックスのすべてのパートナーは、自身の職責に関する法
令およびスターバックスの方針のすべてに精通する義務を継続して負います。これらの基準、ス
ターバックスの方針または法令に違反した場合、解雇を含む懲戒処分の原因となる可能性が
あります。

本書の基準および方針は、随時、改正される可能性があります。パートナーは、www.starbucks.
comに掲載される企業行動基準の最新版にアクセスするものとします。

いかなる企業行動基準の権利放棄も、最高倫理コンプライアンス責任者（CECO）または、特定
の状況下では取締役会もしくは委員会の書面による事前の承諾が必要です。適用される法令に
よって求められる場合、権利放棄は、その求めに応じて直ちに開示されるものとします。



よくある質問

24



Q：ヘルプラインに懸念を報告するとどうなりますか？

A：ヘルプラインを通して報告された懸念は、外部の専門家により受理されます。パートナ
ーは、電話でトレーニングを受けた専門家と質問または懸念について話します。また
は、オンラインでカスタマイズされたウェブフォームに記入します。この報告は、ビジネ
ス倫理・コンプライアンス部門のパートナーへと転送され、適切な当事者・部署と協力
して、調査および適切な措置が行われます。

Q：ヘルプラインに匿名で連絡してよいですか？

A：はい。固有の報告番号が発行されますので、自分が行った報告のステータスを匿名で
チェックすることが可能です。ヘルプラインに報告された懸念は追跡されず、機密とし
て扱われます。 

 当社は、パートナーの名前と連絡先情報の提供を奨励しています。なぜなら、詳細が
十分に提供されていない報告は、調査困難となる可能性があるからです。パートナー
が身元を明かした場合、または身元を識別できる情報が提供された場合、匿名性の
保証はしかねますが、私たちはあらゆる合理的な注意を払って、パートナーの身元を
できる限り機密のままにします。

Q: ヘルプラインを利用すると報復や虐待を受けるのではないでしょうか？

A: Starbucksは、合理的に起こったと確信される、Starbucksの方針に対する潜在的な違反
について、懸念・質問を提起したパートナーへの報復または虐待を、容認しません。

Q：詳細が必要な場合、または方針を入手したい場合、誰に連絡すればよいですか？

A：現地のパートナーリソース担当者、ビジネス倫理・コンプライアンス担当者またはヘル
プラインまたは電子メール経由でビジネス倫理・コンプライアンスまでご連絡くださ
い。
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正しい判断のために



あなたはサポートされています
素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供してください。Starbucksは、正しいこと
を行い、誠実さをもって業務を遂行するパートナーをサポートします。

あなたには責任があります
あなたは、Starbucksが素晴らしい職場環境であることを保証し、当社の社風、社会的評
価、ブランドを保護する、重要な役割を果たしています。

あなたは助けを得られます
どうしたらよいか分からない状況のときは、パートナーリソース部門、ビジネス行動規
範、およびビジネス倫理・コンプライアンス部門を含む、リソースを利用できます。

あなたの声を上げてください
何かが間違っていると思われるときは、声を上げて懸念を共有してください。 Starbucks
はパートナーの皆さんの声を聞きたいのであり、パートナーに対する報復を容認しま
せん。

1. 倫理上の問題を特定する。

• 考えられる解決方法や、問題解決の障害を書き出します。

2. 適切な場合、他者からの情報を求める。

3. 最良の行動・やり方を判定する（何を行うべきか？）

• Our Starbucks Mission、ビジネス行動規範、および適用され
る法律または規則等に従っているか？

• あなたの行動ややり方によりあなたまたはStarbucksの社会
的評価に傷が付くか？

• あなたの行動ややり方が新聞に書かれたらどのように見ら
れるか？

• 今後の意思決定の事例として定着しても違和感がないか？

4. 進むべき方向が明確でない場合 ガイダンスを求めてください

5. あなたの決定を遂行してください
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連絡先情報

Q&A
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倫理・コンプライアンス・ヘルプラインは、パートナーが質問を尋ねたり、懸念を報告したりす
るうえで利用可能なリソースです。ヘルプラインは、毎日、24時間利用可能です。要望があれば
通訳の利用も可能です。

倫理・コンプライアンス・ヘルプライン

オンライン
www.Starbucks.com/Helpline

電話

南北アメリカ大陸
米国：1-800-611-7792
カナダ（英語）：1-800-611-7792
カナダ（フランス語）：1-866-614-0760
コスタリカ：0800-011-0928

およびアジア太平洋地域
香港：800-90-8032
日本：0120-914-499
タイ：001-800-11-005-7967 

中国
中国：400-990-1441

欧州、中東、およびアフリカ
オーストリア：0-800-200-288の後に800-913-4991
フランス：0-800-91-5128
イタリア: 800797110
オランダ：0-800-020-0908
スイス：0-800-56-1170
英国：0-800-028-3528

現地ヘルプライン番号がまだない地域

ヘルプラインに無料で、または上記番号のバックアップとして電話するには、現地オペレータ
まで連絡して、「リバースチャージ（料金受信人払い）」を要請してください。または米国に「コレ
クト」コール番号（678-250-7560）で電話してください。電話を匿名でかけたい場合、オペレー
タにあなたの名前を要求されたら、「ミス・スターバックス」または「ミスター・スターバックス」
と告げてください。

電子メール
EthicsAndCompliance@Starbucks.com
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