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全世界ギフト・エンターテインメントポリシー 

I. 始めに 

 

妥当な金額のビジネスギフトや接待は、仕事関係者間で信頼関係を築き、仕事の

関係を強化するために用いられる一般的な手段です。時折の会食、会社の記念品、

スポーツまたは文化的なイベントのチケットの授受は場合によって適切な行為で

す。また、時により、当社の仕事関係者のビジネスの催しに出席する際の旅費を

提供ことや受け入れることも適切な行為です。しかし、接待または旅行を頻繁に

提供されたり、その経費が多額な場合、利益の衝突または違法な支払いと解され

る、または実際に利益の衝突をきたしたり違法な支払いとなることがあります。 

 

イートン社では、従業員がイートン社の代表としてギフト、接待または旅行を授

受する際に適切な判断を下すガイドラインとなるポリシーを設定しました。この

ポリシーには下記の事項が含まれています。 

 ギフトの受領 

 接待の受領 

 旅行の受領 

 ギフトの提供 

o 非公務員 

o 公務員 

 接待の提供 

o 非公務員 

o 公務員 

 公務員への旅行の提供 

 ギフトおよび接待に関する開示手順 

II. 適応範囲  

 

このポリシーは、世界中のイートン社、その子会社または関連会社に所属するす

べての従業員、役員および取締役に適用されます。イートン社の事業部門は各国

の事情に合わせて制限を一層厳しくすることはありますが、緩めることはありま

せん。 

 



 2 Last Revised: June 2013  

 

III. ポリシー 

 

ギフトの受領 

 

イートン社は、一部のサプライヤー、顧客および他の仕事関係者には、取引相手

に対して時折、ささやかなギフトを贈る慣習があると理解しています。重要な慣

習ですが、これが従業員のビジネスの判断に影響を与えたり、判断に影響を与え

ていると解されることがあってはなりません。イートン社と従業員はギフトを受

け取る際に細心の注意を払う必要があります。一般的に、イートン社の従業員は、

ギフトが以下の条件に当てはまる場合はサプライヤー、顧客または他のイートン

社外の仕事関係者からギフトを受領できます。 

 提供されたギフトが、提供者に優位な状況、ビジネスの発注、有利な価格、

または有利な販売条件をもたらさない、またはもたらすように解されない

（または暗黙の合意をもたらさない）場合 

 企業開示されてもイートン社またはギフトの提示者に問題を引き起こさな

い場合 

 物品が 100米ドル以上で（会社の販売促進製品でも）、受領者の直属のマ

ネージャーとその上司に報告し承認され、ギフト開示報告ツールに基づい

て開示される場合 

 地域の管理機関の定めた特定の制限の範囲内である場合 

 受領者がギフト提供者の競合企業に取引を発注する際の妨げとならない場

合 

以下のギフトは絶対に不適切です。 

 現金または現金と同様の価値を持つもの（ギフト券または商品券） 

 地域の法律により禁止されている物品 

 賄賂、裏金またはリベートとして渡された物（例：ビジネスを取得または

維持するため、または税金の優遇措置のような不当な特権を保持するた

め） 

 受領者が提供者の会社で禁じられていると認識しているギフト 

 サービスまたは他の現金以外の利益（例：雇用の約束）の形態で授与され

たギフト 

 同様の状況でイートン社に返礼として授与されるべきでないギフト 

ギフト開示報告ツールに基づいて開示され、当該地区の社長（北米の場合は機能、

地域、または事業部門のバイスプレジデント）の承認を得た場合を除き、一人の

従業員が 1 年間に受け取ることができるギフトの総額の上限は 250 米ドルです。 

従業員が記念の催し（例：顧客との旅行またはビジネス取引の記念式典）におい

てギフトを受領し、そのギフトがこれらのガイドラインに照らし合わせると適切
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ではないが、拒否することが不適切または無礼である場合は、一旦受領して直属

の上司に早急に報告することができ、従業員とその上司で適切な返答について話

し合います。 

イートン社の従業員は金額に関わらず、ギフト、チップ、その他の個人的な利益

となる物を要求してはなりません。従業員はサプライヤー、顧客または他のイー

トン社外の仕事関係者からのギフトの受領に関し適切な判断を下すことが求めら

れています。ギフトが適切であるかどうか疑わしい場合は必ず直属の上司と話し

合ってください。 

 

接待の受領 

 

ビジネス接待（例：食事、劇場またはスポーツのイベントのチケット）は、仕事

関係者間の仕事関係を強化するために重要な役割を果たします。また、イートン

社の従業員は、顧客またはサプライヤーとの信頼関係を築いて関係を強化すると

いった、合法的なビジネス目的のために、ビジネス接待を受けることができます

が、これらのガイドラインに沿ったものであることを条件とします。特にイート

ン社のサプライヤー、顧客または他のイートン社外の仕事関係者からの接待は以

下の場合に限り認められています。 

 イートン社の旅行に関するグローバル方針の許容範囲内である場合 

 頻繁に発生しない場合 

 合法的なビジネス目的に沿う（例：地域の劇場／スポーツイベントや会食

の参加に顧客またはサプライヤーを同行する）場合 

 賄賂、裏金またはリベート（例：取引の獲得または維持するため、または

不当な特権を維持するため）目的ではない場合 

 提供者に優位な状況、ビジネスの発注、有利な価格、または有利な販売条

件をもたらすように解されない（暗黙の合意をもたらさない）場合 

 公衆良俗に違反せず、ビジネスに適切な場所で行なわれる場合 

 ビジネス環境において妥当であり適切な内容である場合 

 イートン社の利益を最優先にして行動するための従業員の能力に影響を与

えている、または与えているように解される場合 

 地域の管理機関の定めた特定の制限に準拠している場合 

以下の接待は絶対に不適切です： 

 ビジネス接待の領域をはるかに超えると考えられる接待 

 ｢成人向け」接待、またはヌードやわいせつ行為を含むイベント 

 提供者は提供を禁じられているとギフトの受領者が認識している接待 

 地域の管理機関が禁止している接待 
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イベントの種類、場所、または出費額が適切かどうか不確かな場合は、直属の上

司と話し合う必要があります。 

最後に、これらの接待のガイドラインは主催者がその場にいる場合にのみ適用さ

れる点に留意してください。主催者がスポーツまたは文化的なイベントのチケッ

トをイートン社の従業員に提供しながらイベントに参加しない場合は「接待」で

はなく「ギフト」となり、前述のギフトガイドラインに基づいて判断されます。 

 

旅行の受領 

 

頻繁でない限り、顧客、サプライヤーまたは他のイートン社外の仕事関係者がイ

ートンの従業員の旅行関連経費を支払うことが適切な場合があります。このよう

な状況は稀なため、第三者からの旅行および／または関連経費の支払いの申し出

は：a) 直属のマネージャーおよびその上司の検討と承認を必要とし、さらに b) 

ギフト開示報告ツールに基づいて開示される必要があります。 

 

旅行の要望を検討する際、直属のマネージャーおよびその上司は以下の項目を含

む、多くの要素を考慮にいれなければなりません； 

 旅行の主要目的がビジネスに関連しているかどうか 

 交通機関等のランクがビジネス内容に適した物であるかどうか 

 予定経費が米国と地域の法律および慣習に準じたものであるかどうか 

 旅行予定が最短の旅行期間であり、観光地または休暇で過ごす地域を避け

ているかどうか 

イートン社は基本的に配偶者または扶養家族の旅行経費を承認することはなく、

ビジネスと引き換え、または不当な優位性と引き換えに提供されたと解される旅

行を承認することもない点に留意してください。 

ギフトの提供（非公務員） 

 

時により、第三者にギフトを提供することは関係を強化する、または地域の慣習

に沿う上で適切であると考えられます。そのため、イートン社はガイドラインに

準じる限りこのようなギフトを承認しています。特にイートン社の従業員は業務

上の信頼関係を築いたり、関係を強化するといった、合法的なビジネス目的のた

めに、顧客、サプライヤーまたは他のイートン社外の仕事関係者にギフト（例：

祝日または記念式典での授与、長期勤続記念、または定年退職）を提供すること

ができます。これは以下の項目を守ることを条件とします。 

  

 価格が 100米ドル未満であること（イートン社用ギフト用品のウェブサイ

トにある品物のような販売促進に役立つものが好ましい) 
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 価格が 100米ドル以上の場合は、提供者の直属マネージャーおよび、その

上司の承認を得て、イートンの旅行に関するグローバル方針に従ってギフ

トとして正確に経費を計上すること 

 公に開示されてもイートン社またはギフトの受領者に問題を引き起こさな

いこと 

 地域の管理機関の定めた特定の制限に準拠していること 

以下のギフトは絶対に不適切です。 

 現金または現金と同様の価値を持つもの（ギフト券または商品券） 

 賄賂、裏金またはリベートとして渡された物（例：取引を獲得するまたは

維持するため、または不当な特権を保持するため） 

 地域の法律により禁止されている物品 

 提供者が受領者の会社で禁止されていると認識しているギフト 

 サービスまたは他の現金以外の利益の形態で授与されたギフト（例：雇用

の約束） 

 顧客、サプライヤーまたは他のイートン社外の仕事関係者の家族に対する

ギフト 

イートン社の旅行に関するグローバル方針に従ってギフトとして正確に経費を計

上し、当該地区の社長（北米の場合は機能、地域または事業部門のバイスプレジ

デント）の承認を得た場合以外は、一人の従業員が１年間に一人の受領者に提供

できるギフトの合計額の上限は 250 米ドルです。従業員はサプライヤー、顧客

または他のイートン社外の仕事関係者にギフトを提供する際は適切な判断を下す

ことが求められています。イベントの種類、場所、出費額が適切であるかどうか

が不確かな場合は必ず直属の上司と話し合ってください。 

ギフトの提供（公務員） 

 

イートン社の従業員は公務員にギフトを贈る際は、特に注意しなければなりませ

ん。米国および他の多くの国の法律は、ビジネスの獲得や維持、または他の不当

な特権を維持するために、公務員に高価な物品を贈ることを禁止しており、公務

員に贈る物品が賄賂としてみなされないことを確認する必要があります。また、

しばしば、公務員は法律でギフトを受け取ることを禁止されています。ギフトを

贈ることは、公務員を厄介な状況に追いやることになりかねません。 

 

「公務員」とは誰でしょうか? 

 

これは広義の用語です。これは行政部、立法部、司法部に関わらず、政府の省ま

たは機関に勤務する、あらゆるレベルのすべての人を指します。公有企業または

公的管理下にある企業の役員と従業員も「公務員」とみなされます。この中には
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選出された公務員、税関および税務局の検査官および政府の物資調達担当職員だ

けでなく、国営企業の従業員も含まれます。.  

 

何が適切とみなされるのでしょうか? 

 

時により、公務員にギフト（式典の記念品の類）を贈ることは業務上の信頼関係

を築き、仕事の関係を強化する上で適切な場合があります。このような場合、公

務員に物品を贈ることは以下の場合にのみ許可されます。 

 

 ギフトが標準価格以内（100米ドル以下）かつイートン社のロゴの入った

物（例：衣類、ペン、その他）である場合。イートン社の社用ギフト用品

のウェブサイトから購入した 100米ドル以下の製品はすべて適切です。 

イートン社のロゴの入っていないギフトまたは標準価格以上（100米ドル

以上）の物品は事前に、当該地区の社長（北米の場合は、機能、地域、ま

たは事業部門のバイスプレジデント）の承認を得た場合のみ贈ることがで

きます； 

 地域の法律が公務員にギフトの受領を許可している場合 

 ギフトがギフト開示報告ツールに基づいて開示される場合 

ギフト開示報告ツールに基づいて開示され、当該地区の社長（北米の場合は、機

能、地域または事業部門のバイスプレジデント）の承認を得た場合以外は、１人

が１年間に一人受領者に提供できるギフトの合計額の上限は 250 米ドルです。 

以下のギフトは絶対に不適切です。 

 現金または現金と同様の価値を持つもの（ギフト券または商品券） 

 サービスまたは他の現金以外の利益の形態で授与されたギフト（例：雇用

の約束） 

 賄賂、裏金またはリベートとして渡された物（例：取引を獲得するまたは

維持するため、または税金の優遇装置等の不当な特権を保持するため） 

 地域の法律により禁止されているギフト、または公務員が受領することを

許可されていないギフト 

 公務員の家族に対するギフト 

接待の提供（非公務員） 

 

ビジネス接待（例：食事、劇場またはスポーツのイベントのチケット）は、仕事

関係者間の仕事上の関係を強化するために重要な役割を果たします。また、イー

トン社では顧客やサプライヤーとの業務上の信頼関係を築き、関係を強化すると

いった、合法的なビジネス目的で、これらのガイドラインに準拠している場合に



 7 Last Revised: June 2013  

 

限り接待を認めています。特に顧客、サプライヤーまたは他のイートン社外の仕

事関係者の接待は、以下の場合に限り認められています。 

 イートン社の旅行に関するグローバル方針に準拠している場合 

 賄賂、裏金またはリベート（例：取引の獲得または維持、または不当な特

権を維持するための）目的ではない場合 

 イートン社が特定の企業に優位な状況をもたらすように解されない場合 

 公衆良俗に違反せず、ビジネスに適切な場所で行なわれる場合 

 ビジネス環境において妥当であり適切な内容である場合 

 地域の管理機関の定めた特定の制限に準拠している場合 

以下のギフトは絶対に不適切です： 

 中立的な第三者により接待の領域を超えると解される物 

 ｢成人向け」接待、またはヌードやわいせつ行為を含むイベント 

 受領者は受領を禁じられていると主催者が認識している接待 

 地域の管理機関が禁止している接待 

イベントの種類、場所、または出費額が適正かどうか不確かな場合は、必ず直属

の上司と話し合ってください。 

最後に、接待のガイドラインは、イートン社の従業員がその場にいる場合にのみ

適用される点に留意してください。スポーツまたは文化的なイベントのチケット

をサプライヤー、顧客または他のイートン社外の仕事関係者に提供してイートン

の従業員がイベントに参加しない場合は「接待」ではなく「ギフト」となり、前

述のギフトガイドラインに基づいて判断されます。 

接待の提供（公務員） 

公務員へのギフトの進呈と同様、接待は賄賂とみなされる可能性がありますので、

イートン社の従業員は公務員を接待する際は細心の注意を払う必要があります。 

公務員への接待が適切な場合があります。イートン社の工場見学をした後の食事

の提供や、スポーツあるいは文化的なイベントへの同行などです。公務員への接

待が許可されるのは以下の場合のみです。 

 接待が豪華または高価すぎない場合 

 賄賂、裏金またはリベート（例：取引の獲得または維持、または不当な特

権を維持するための）目的ではない場合 

 公衆良俗に違反せず、ビジネスに適切な場所で行なわれる場合 

 ギフト開示報告ツールに基づいて開示される場合 
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以下の接待は絶対に不適切です。 

 イートン社の旅行に関するグローバル方針に準拠していない、または中立

的な第三者により接待の領域を超えると解される接待 

 ｢成人向け」接待、またはヌードやわいせつ行為を含むイベント 

 地域の法律によりイートン社が提供を禁じられている、または公務員が受

領を禁じられている接待 

 地域の管理機関が禁止している活動 

イベントの種類、場所、または出費額が適正かどうか不確かな場合は、必ず直属

の上司と話し合ってください。 

 

最後に接待のガイドラインは、イートン社の従業員がその場にいる場合のみ適用

される点にご留意ください。スポーツまたは文化的なイベントのチケットを公務

員に提供してイートン社の従業員がイベントに参加しない場合は「接待」ではな

く「ギフト」となり、前述のギフトガイドラインに基づいて判断されます。  

 

公務員への旅行の提供  

 

ギフトや接待と同様、公務員に旅行を提供する際は注意が必要です。しかし、ギ

フトや接待と異なり、旅行を提供することは稀です。そのため、公務員の旅行関

連経費の支払い要求に関しては、その都度検討することが必要です。 

 

公務員の旅行および旅行関連経費の支払いには事前に法務部門の承認が必要です。

そのような公務員への要求が発生した際は法務部門に連絡してください。 

 

旅行経費を見直す際、法務部門は多くの要素を検討します。これには以下の項目

が含まれます。 

 旅行の主要目的がビジネスに関連しているかどうか 

 交通機関等のランクが適切であり、妥当であるかどうか 

 予定経費が米国と地域の法律および慣習に準じたものであるかどうか 

 旅行予定が最短の旅行期間であり、観光地または休暇で過ごす地域を避け

ているかどうか 

イートン社は基本的に公務員の家族の旅行経費を承認することはなく、ビジネス

と引き換え、または不当な優位性と引き換えに提供されたと解される旅行を承認

することもない点に留意してください。 
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ギフト開示報告ツール 

 

ギフト開示報告ツールは JOEイントラネットサイトにある「Applications and 

Tools（アプリケーションとツール）」のドロップダウンメニューからアクセス

できます。ギフト開示報告ツールへのアクセス権がない従業員は、報告する事柄

が発生したときに上司に連絡してください。 

 

付録 

 

ギフト、接待、旅行の受領 

 

以下の例は従業員とその上司がギフト、接待、旅行を受領するか拒否するかの適

切な判断を下す一助となる物です。 

 

適切：ある従業員がサプライヤーのゴルフコンペでニアピン賞を取り 600 米ド

ル相当のゴルフクラブを受け取りました。その場では主催者の気持ちを受けてク

ラブを受け取り、その件について彼女の上司に相談しました。クラブの価値を考

えると、クラブをサプライヤーに返却することが適切であるという結論に達しま

した。 

 

不適切：上記の例で、従業員はクラブを保持し家族に与えました。 

 

適切：イートン社は現在 X国で TempCo, Inc と契約して臨時従業員を雇用して

います。この契約は 1 ヵ月後に終了します。TempCo の地区マネージャーがイ

ートン社の地域人事マネージャーを、X国の労働大臣が地域の労働法変更に関す

る話をする事業者団体のレセプションに招待しました。この催しは事業者団体の

会員を対象としたもので、参加費は約 100 米ドルです。人事マネージャーは招

待を受け、ギフト開示報告ツールに基づき、レセプションへの出席を開示しまし

た。 

 

不適切：上記の例で、レセプションではなく人数が 10 人に限定されるプライベ

ートのディナーに招待されました。人事マネージャーは TempCo が労働大臣に

対し、スピーカーの費用として 1 万米ドル以上支払ったと聞きましたが、上司

に連絡せずにディナーに出席しました。 

 

適切：ジョージア州のアトランタに本拠を置くあるサプライヤーが、イートン社

のある部門に欠陥のある製品を納入しました。部門のサプライチェーンマネージ

ャーはサプライヤーと協力して、欠陥の根本原因を究明し、対策を立案しなくて

はなりません。これを円滑に進めるために、サプライヤーはサプライチェーンマ

ネージャーが施設を訪問する際の航空券とホテル代を提供すると申し出ました。

サプライチェーンマネージャーは旅行を承認する直属のマネージャーおよびその

上司のマネージャーに確認しました。 
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不適切：上記の例で、サプライヤーは後からサプライチェーンマネージャーに連

絡し、（サプライヤーの支払いで）ゴルフができるように週末までホテルの滞在

を延長することを提案してきました。サプライチェーンマネージャーはその招待

について上司に相談せずに延長を受け入れました。 

 

非公務員へのギフト、接待、旅行の提供 

 

以下の例は従業員とその上司がギフト、接待、旅行を提供することが適切か否か

を決定する一助となる物です。 

 

適切：イートンの工場を訪問し生産工程を見学した後に、顧客を地元のオーケス

トラによる演奏会の夜の部に招待しました。 

 

不適切：イートンの工場を訪問し生産工程を見学した後に、顧客は地域のメンズ

クラブのある繁華街に行きたいと主張しました。 

 

適切：イートンは新規顧客と重要な契約を結びました。契約締結セレモニーで、

イートンの地域マネージャーは顧客に 200 米ドル相当の手彫りのチェスセット

を贈りました。このギフトは直属のマネージャーおよび、その上司の承認を得て

います。 

 

不適切：上記の例で、イートンの地域マネージャーは顧客の企業ポリシーがサプ

ライヤーからのギフトの受領を禁止していることを知っていましたが、それでも

ギフトを贈りました。 

 

適切：ある重要な顧客が勤続 35 周年を祝うことになりました。イートンの経理

マネージャーが地元のワインを従業員のサインの入ったカードと共に贈りました。 

 

不適切：ワインの代わりに、経理マネージャーは 100 米ドルのギフト券を贈り

ました。 

 
 

公務員へのギフト、接待、旅行の提供 

 

以下の例は従業員とその上司がギフト、接待、旅行を公務員に提供することが適

切か否かを決定する一助となる物です。 

 

適切：イートンの工場が所在する市の市長が工場の見学に来ました。見学後イー

トンの従業員とランチをしました。その際、工場長はイートンのロゴの入ったセ

ーターを（価格が 100 米ドル未満）市長に贈りました。 
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不適切：上記のセーターの代わりに、工場長は市長にフットボールの優勝決定戦

のチケット 2 枚（市長と配偶者の分）を贈りました。 

 

適切：中国のある地域の知事が自分の地区のイートンの工場長に電話してきて特

別訪問を要求しました。地域の慣習に従うとイートンは知事に 150 米ドル相当

のクリスタルの花瓶のような、儀礼的な贈答品を贈ることになります。工場長は

イートンの中国担当重役に連絡して、話し合いました。 

 

不適切：上記の例の知事は、工場に到着した際、合計 150 米ドルの旅費の支払

いを請求しました。工場長は法務部門に相談せずに要求に従いました。 

 

適切：ある地域の公務員は慣習（および地域の法律）により、その担当地区内の

企業からホリデーギフトをもらいます。地域のイートンのマネージャーは、この

件について地域の社長と話し合い、もしギフトが許容されるなら何が適切かを決

めました。 

 

不適切：上記の例で、地域のマネージャーは公務員に地域の小売店の 50 米ドル

分のギフト券を贈ることに決めました。 
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よくある質問 

 

受領したギフトの価値をどうやって判断すればよいですか？ 

  

受領したギフトや接待の価値を判断する際は、常識に従って適切な判断を下して

ください。もし不明確な場合は、小売店に問い合わせるか、インターネットで同

様のものを検索してください。不確かな場合は、報告と開示の手順に従ってくだ

さい。 

 

ギフトがそのギフトを提供した会社の規約に違反するかどうか、どうすれば分

かりますか？ 

 

特に問題となるものを調べる必要はありませんが、提供者の会社がそのギフトを

禁止していることが明らかな場合は受け取るべきではありません。もし、その場

で拒否することが不適切な場合は一旦受け取り、速やかに自分の直属の上司とど

のように返答すべきかについて相談してください。 

 

好意的な行為もギフトとみなされますか? 

 

状況次第です。サプライヤー、顧客または他のイートン社外の仕事関係者から受

けた好意的な行為が従業員の判断力を鈍らせる、あるいは鈍らせているように解

される、または従業員の個人的利益と会社に対する責任との間に利害の衝突をき

たす、あるいはきたしているように解される可能性があります。懸案の行為にど

の様に対処するかは直属の上司と話し合ってください。 

 

イートン社用ギフト用品ウェブサイトは、どこにあるのですか？  

 

イートンの社内ショップは JOEから利用できます。 

 

マネージャーがグループに対して一層厳しいガイドライン（例：ギフトの上限

額を引き下げる）を施行できますか？  

 

できます。ただし、それを施行しようとするマネージャーはグループに対してガ

イドラインと求められる行動を伝達する必要があります。 

 

ギフト開示報告ツールでギフトを間違って報告してしまいました。入力内容を

訂正するにはどうしたらいいですか？ 

 

企業倫理・コンプライアンス室の Giftadmin@Eaton.com に訂正内容を添えて連

絡してください。 

 

従業員一人のギフトの上限額 250 米ドルは暦年ベースで計算するのですか、そ

れとも過去 12 ヵ月間分を計算するのですか？ 

mailto:Giftadmin@Eaton.com
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特定の個人にギフトを提供する、または特定の個人からのギフトを受領する際の

上限額 250 ドルは過去 12 ヵ月間分を計算します。 

 

複数の顧客に同一のギフトを贈った場合、同時に「1」以外でシステムに入力す

ることができますか？ 

 

企業倫理・コンプライアンス室の Giftadmin@Eaton.com に入力したい内容を添

えて連絡してください。 
 

最終更新日：June 2013 
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