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ZESPRI VALUES 
IN ACTION

making life delicious
TO REALISE OUR VISION OF

QUALITY
We always aim to be 

the best at what we do

Excellence underpins 
our brand

We work with our 
systems, processes 

and standards to drive 
improvement

RESULTS
We are constantly 
striving to deliver  
the best possible 

results for growers,  
customers and 

consumers

We embrace the 
opportunities that  

come with  
challenging work 

We work together to 
deliver the best results

SUSTAINABILITY
We are here for the 

long term, and make 
choices that enrich  

our environment

We work in a way 
that enables personal 

growth, with 
access to learning 
and development 

opportunities for all  
of our people

Good health and 
wellness is at our core 

and we encourage 
each other to thrive

INNOVATION
We are always open 

to new ideas, diverse 
points of view 

 and experiences

We are always looking 
for ways to improve

We make time to  
follow through on 

good ideas with well-
considered action

PASSION
We love what we do 

and we have fun

We’re passionate  
about our product  

and our brand

We’re positive, 
energised and 

engaged

INTEGRITY
We always do the  

right thing

We are genuine  
and sincere with  

each other

We are open and 
transparent in our 

decisions  and actions

TEAMWORK
We achieve  

more together

We support each other 
when times are tough

We value individual 
differences, and play to 
each other’s strengths 

in the way we work 
together
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Welcome to our Code of Conduct.
ゼスプリの行動規範をお読みいただき、ありがとうございます。

We all as Zespri employees want to work for a company that conducts 
itself ethically and legally. We share a responsibility to Zespri growers and 

shareholders to comply with the highest standards and to act consistently with 
our values at all times.

ゼスプリの従業員として私たちは皆、倫理的・合法的に行動する会社に勤務することを望んでいます。私た
ちは、最も高い基準を遵守すべき責任や、ゼスプリの価値観に沿った行動を常にとるべき責任を、ゼスプリ

の契約生産者や株主に対して負っています。

Our Code of Conduct sets out Zespri’s expectations of all employees, no matter where we work. It begins with 
a basic requirement to comply with the law. It sets out our ethical standards with regards to important working 

practices and issues, such as financial authorities, reporting conflicts of interest, preventing fraud and corruption, 
having a respectful and positive workplace, and providing for health and safety at work. In short, it helps us to do 

the right thing when faced with difficult decisions.

ゼスプリの行動規範には、勤務地にかかわらずすべての従業員にゼスプリが期待する事項が定められています。行動規
範の冒頭には、法律を遵守するための基本的要件が記載されています。そして、重要な業務慣行や業務上の重要な事
項（財務上の権限、利益相反の報告、詐欺や腐敗行為の防止、ポジティブで敬意に満ちた職場の確保、業務上の衛生・
安全の確保など）に関するゼスプリの倫理基準も定められています。要するに、ゼスプリの行動規範は、難しい決定事項

に直面したときに私たちが正しいことをするのに役立つものなのです。

Another element of our code is our encouragement to speak up and to raise any concerns we have in good faith 
about potential breaches of our standards.

ゼスプリが設けている基準について潜在的な違反に関する善意の懸念を声に出して提起するのを推奨するというの
が、ゼスプリの行動規範のもうひとつの要素です。

It is essential that all Zespri employees are familiar with our Code. The reputation and success of our industry 
depends upon each of us taking personal responsibility for putting our Code into practice.

ゼスプリのすべての従業員が行動規範に精通することが重要です。この業界での評判や成功は、ゼスプリの行動規範を
実行に移すことについての個人的責任を私たち一人ひとりが引き受けることにかかっています。

Dan Mathieson

Chief Executive Officer



Zespri Group Code of Conduct
ゼスプリグループ行動規範

5

Scope
適用範囲
This is a global policy and applies to all employees and 
Directors of the Zespri Group. In this policy employees 
refers to permanent, temporary, term, contractors and 
casual employees.

In this Policy we use the term “Zespri” or “Company” to refer 
to Zespri Group Limited and all subsidiaries/related entities.

本書はグローバルな方針であり、ゼスプリ・グループのすべて
の従業員・取締役に適用されます。本方針において「従業員」と
は、期間の定めのない契約により雇用される従業員、一時的な
従業員、期間の定めのある契約により雇用される従業員、業務
受託者、臨時従業員を指します。本方針においては、「ゼスプリ」
という語または「当社」という語は、ゼスプリ・グループ・リミテッ
ドとすべての子会社・関連会社を指す語として使われています。

Purpose
目的
Zespri aspires to the highest ethical standards throughout 
its global operations.

ゼスプリは、全世界における業務活動において最も高い倫理
基準を追求します。

We are focused on a commitment to sound business 
practices both in dealings internally and externally. This 
commitment means complying with both the letter of the 
law and the spirit of the law. It also means treating external 
parties (growers, customers, suppliers, competitors, 
colleagues and directors) fairly and with transparency, 
honesty and respect.

ゼスプリは、社内でのやり取りにおいても、外部とのやり取りに
おいても、健全な事業活動へのコミットメントを重視していま
す。健全な事業活動へのコミットメントとは、法律の文言及び
趣旨の双方を遵守することを意味します。また、外部の関係者（
生産者、顧客、サプライヤー、競合相手、同僚、取締役）に対し、
公平かつ誠実に、敬意を払って、透明性を持って接することも
意味します。

Zespri’s Code of Conduct (“Code”) is a statement of 
principles for conducting business in a legal and ethical 
manner. Employees and directors are required to read the 
Code carefully and to adhere to its principles in conducting 
Zespri business.

ゼスプリの行動規範（以下「本規範」といいます）は、合法的か
つ倫理的に事業を行うための原則を記載したものです。注意し
て本規範を読むこと、そして、ゼスプリの業務を行う際には、本
規範に定められている原則を遵守することが、従業員・取締役
に求められます。

Zespri’s commitment to ethical conduct is important in 
everything we do. We hold ourselves to these standards 
because of our deep commitment to our stakeholders: 
our growers, shareholders, post-harvest entities, the New 
Zealand Government, customers, employees, vendors, 
business partners and countries in which we do business 

around the world.

倫理的行動へのゼスプリのコミットメントは、私たちが行うすべ
ての事において重要です。当社は、当社の利害関係者（生産者、
株主、ポストハーベスト処理業者、ニュージーランド政府、顧
客、従業員、ベンダー、ビジネスパートナー、ゼスプリが事業を
行う全世界の国々）への真摯なコミットメントゆえにそれらの
基準を遵守します。

Other Zespri policies will continue to be adopted and 
adapted from time to time in compliance with applicable 
laws in order to assist with the ongoing compliance and 
adherence to the principles of this Code.

本規範において定められている原則の継続的な遵守に役立つ
よう、ゼスプリは、関係法令に従って他の方針も順次策定・変
更していきます。

In the event of express conflict between this Code and local 
legal requirements, please contact General Counsel or the 
Compliance Manager.

本規範と個々の地域の法規制との間に明らかな相反がある場
合には、ゼネラルカウンセルまたはコンプライアンスマネージャ

ーにご連絡ください。
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How we behave
行動の仕方
Responsibilities we share under this Code
私たちが本規範に基づき共に負う責任

We need to work together to uphold core values and we 
share a duty to prevent, improve and, if necessary, report 
suspected breaches of this Code or other policies. This 
allows us to address concerns before they become major 
problems.

私たちは、中核となる価値観を推進するために協力し合う必要
があります。私たちは、本規範において定められている方針ま
たはその他の方針の違反を未然に防ぐとともに、それらの方針
に関して起きているのではないかと疑われる違反を是正し、必
要ならば通報すべき義務を、共に負っています。それにより私
たちは、大きな問題となる前に懸念事項に対処することができ
るのです。

While we all must follow the principles outlined, our 
directors, executives and managers have additional 
responsibilities as leaders, and must:

本規範に記載されている原則に私たち全員が従わなければな
りませんが、取締役や幹部役員やマネージャーは、リーダーと
して追加的な責任も負っています。取締役や幹部役員やマネー
ジャーは、次のことをしなければなりません。

•  Lead by example and set the tone,
 模範を示すこと、そして流れをつくること

•   Ensure our policies are communicated and are 
accessible to employees, and that appropriate 
policies are extended to our contractors,

  ゼスプリの各種方針の従業員への周知徹底を図り、従業員
がゼスプリの各種方針にアクセス可能であるようにするこ
と、ならびに、しかるべき方針がゼスプリの業務受託者に伝
えられるようにすること

•   Ensure that the employees are periodically 
informed and trained in relation to policies that 
affect their roles, and

  各自の役割に影響する方針を従業員に定期的に通知し、か
つ、従業員がそうした方針に関する研修を定期的に受ける
ようにすること

•   Expect, demonstrate and require ethical behaviour 
at all times.

 倫理的行動を常に期待し、実践し、要求すること

Communication and acknowledgment
周知徹底および承認

At the commencement of employment, Human Resources 
is responsible for ensuring that all new employees (whether 
permanent, seasonal or temporary) are provided with a copy 
of this policy, and obtaining completed and signed Code of 
Conduct forms from the employee. At the commencement 
of employment any potential conflicts of interest must be 
reported to the Human Resources representative and 
approved by the Global Executive for the area.

人事部は、すべての新規採用従業員（期間の定めのない契約に
より雇用される従業員か、季節従業員か、臨時従業員かを問い
ません）に対し本規範が入社時に提供されるようにし、また、必
要事項が記入済みでありかつ署名済みの行動規範フォームを
新規採用従業員から取得しなければなりません。さらに、入社
時に、潜在的な一切の利益相反事項を人事部長に報告し、当
該地域を担当するグローバルエグゼクティブによって承認され
なければなりません。

Zespri’s General Counsel is responsible for ensuring 
that new directors are provided with this Code and that 
they complete and sign the Code of Conduct form. On 
appointment and periodically thereafter, all potential 
conflicts of interest must be declared to Zespri’s General 
Counsel for inclusion in the director’s interests register. 

ゼスプリのゼネラルカウンセルは、本規範が新任の取締役に提
供されるようにし、また、新任の取締役が行動規範フォームへ
の必要事項の記入と署名をするようにすべき責任を負います。
取締役の利害登録簿への記入のため、任命時に、また、その後
定期的に、潜在的なすべての利益相反事項がゼスプリのゼネ
ラルカウンセルに届け出られなければなりません。

Zespri employees with the authority to enter into 
agreements with suppliers and service providers are 
responsible for ensuring that the agreement is in alignment 
with our policies. 

サプライヤーやサービス提供者との契約を締結する権限を持
つゼスプリの従業員は、当該契約が当社の各種方針に適合す
るようにすべき責任を負います。

Annually, Zespri will require all its employees, directors 
and long term consultants (over 6 months), to complete 
the Annual Conflict of Interest Declaration. For more 
information please refer to the Conflict of Interest Policy.

ゼスプリは、利益相反事項年次申告書に必要事項を記入する
ことを、すべての従業員、取締役、長期（6ケ月超）コンサルタン
トに対し1年に1度求めます。詳しくは利益相反方針を参照し
てください。
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Commitment to stakeholders

利害関係者へのコミットメント

Zespri believes that conducting business in an ethical 
and fair way will have a positive impact on our global 
relationships. As a global business, we recognise our 
responsibility to conduct our activities in the interests of the 
countries in which we operate and to respect local laws and 
regulations.

倫理的かつ公正に事業を行うことは、全世界におけるゼスプリ
の各種関係に良い影響をもたらすとゼスプリは確信していま
す。グローバル企業としてゼスプリは、ゼスプリが事業を行う国
の利益となるように事業活動を展開すべき責任および現地の
法令を尊重すべき責任を認識しています。

Inclusion of our Code of Conduct in Zespri’s 
business relationships
ゼスプリの取引関係への行動規範の組入れ

Zespri’s commitment to ethical conduct extends to its 
business relationships with growers, postharvest entities, 
customers and vendors as well as potential customers 
and suppliers. Employees, contractors and directors are 
expected to deal fairly with stakeholders and to act in a 
manner that creates value and helps build a relationship 
based upon trust. Any stakeholder relationship or 
transaction with Zespri that violates any portion of this 
Code should be reported according to the reporting 
channels set out in this document.

倫理的行動に関するゼスプリの取組みは、生産者、ポストハー
ベスト処理業者、顧客、ベンダー、潜在的な顧客やサプライヤ
ーとの取引関係に及びます。利害関係者に対し公平に接し、そ
して、価値を創造し、信頼に基づく関係の構築に役立つような
態様で行動することが、従業員、業務受託者、取締役に求めら
れます。本規範の何らかの部分に違反する利害関係者とゼス
プリとの間の一切の関係や取引があった場合、本書面で定め
る通報系統に従って通報されなければなりません。

Representing the Company
当社の代表

All employees owe the Company a duty of loyalty and 
should also be mindful that they represent the organization 
and / or the entire kiwifruit industry in their day-to-
day dealings with internal and external stakeholders. 
Accordingly, employees have a significant influence over 
how Zespri is viewed in the business community and are 
expected to always present Zespri in a positive light in any 
verbal or written statements. Any derogatory comments 
about Zespri, its products, services, management, 
employees and/or systems will not be tolerated.

すべての従業員が、当社に対して忠実義務を負っています。社
内外の利害関係者との日々のやり取りにおいて、自分が会社お
よび／またはキウイ業界全体を代表することにも、すべての従
業員が留意しなければなりません。したがって、ゼスプリがビジ
ネスの現場でどのように見られるかを左右する大きな影響力
を、従業員は持っています。口頭での発言においても、書面によ
る記述においても、常に肯定的にゼスプリを代表することが従
業員に求められます。ゼスプリ、その製品、サービス、経営、従
業員および／または各種システムに対する否定的な発言は容
認されません。

Employees must also comply with any regional or local 
Zespri communications and delegated authorities policies 
or procedures at all times.

従業員は、地域または現地のゼスプリとの通信や権限委任に

関する方針・所定手順も常に遵守しなければなりません。
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Conducting business in compliance with laws and regulations
法令を遵守し事業遂行
Compliance with applicable laws
関係法令の遵守

It is Zespri’s policy to conduct its business in accordance 
with applicable laws. Zespri expects employees, contractors 
and directors to use good judgment and common sense 
in carrying out responsibilities on behalf of Zespri in 
accordance with the law, and to refrain from illegal conduct.

関係法令に従って事業を行うというのがゼスプリの方針です。
法律に従いゼスプリを代表して責任を遂行するに際して適切
な判断力と常識を働かせること、そして、違法または非道徳的
な行為を慎むことを、ゼスプリは従業員・業務受託者・取締役
に期待します。

In particular, at Zespri we adhere to and advocate the 
following principles:

具体的には、ゼスプリでは、以下の原則を遵守・励行しています。

a.   the full, fair, accurate, timely and understandable 
disclosure in reports and documents that Zespri 
may be required to file with government agencies;

  ゼスプリが政府機関に提出しなければならない報告書や
文書において完全・公正・正確・適時でかつ理解可能な開
示をすること

b.   compliance with both the spirit and letter of 
all applicable governmental laws, rules and 
regulations;

  すべての関係法令の趣旨と文言の双方を遵守すること

c.   compliance with Zespri’s internal policies, controls 
and audit requirements;

  ゼスプリの社内方針、内部統制、内部監査を遵守すること

d.   prompt internal reporting of any suspected or 
known violations of this Code in accordance with 
the rules set forth in this Code; and

  本規範の違反（起きているのでないかと疑われる違反か、起
きていることがわかっている違反かを問いません）を、本規範
において定めるルールに従って速やかに内部通報すること

e.  the understanding that failure to comply with this 
Code may result in disciplinary measures, up to and 
including termination of employment.

  本規範の不遵守があった場合には、解雇を含めた懲戒処
分という結果に至る可能性があることを理解すること

No individual is expected to know the details of all applicable 
laws and specific rules and regulations that may apply 
to particular kinds of work or to individuals who work in 
particular areas. Individuals who have questions about 
whether particular circumstances may involve illegal conduct 
or about specific laws that may apply to their activities should 
consult the regional Compliance Officers, General Counsel or 
their Global Executive for direction and assistance.

いかなる個人も、特定の種類の業務に適用され、または特定
地域で勤務する個人に適用されるすべての法律および特定の
規則、規制の詳細を知っていることは求められません。ある特
定の状況に違法な行為が関わっているか否かに関して、または
自己の活動に適用される具体的な法律に関して疑問がある方
は、当該地域のコンプライアンスオフィサー、ゼネラルカウンセ
ルまたは各自が勤務するゼスプリグループ会社のグローバル
エグゼクティブに相談し、指示・援助を求めてください。

Accuracy of records and disclosures of company 
information
会社情報の記録・開示の正確さ

Zespri places a great deal of importance on an honest and 
accurate presentation of the facts. Employees, contractors 
and directors are expected to maintain records in 
appropriate detail to reflect Zespri’s transactions accurately, 
fairly and completely.

ゼスプリは、事実を誠実かつ正確に表示することを非常に重要
視しています。従業員・業務受託者・取締役は、ゼスプリの取引
を正確・公正にかつ欠けるところなく反映する記録を十分な詳
細さで残すことを求められます。

Any public communications and disclosures, including 
Zespri’s disclosures and filings with governmental 
department, including the financial information contained 
therein, must be complete, fair, accurate, understandable 
and timely, and in full compliance with the applicable law.

ゼスプリが政府機関に対して行う開示・届出を含めた一切の
パブリックリリースや開示物（それに含まれている財務情報を
含みます）は、完全・公正・正確・適時でかつ理解可能でなけれ
ばならず、かつ適用ある法律に完全に適合していなければなり
ません。

Employees are responsible for the accurate and complete 
reporting of financial information within their respective 
areas of responsibility and for the timely notification to senior 
management of financial and non-financial information that 
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may be material to Zespri. Zespri’s consolidated financial 
statements shall conform to New Zealand IFRS and generally 
accepted accounting principles and Zespri’s accounting 
policies. Local or statutory books and financial statements 
shall conform to local regulatory statutes.

従業員は、各自の担当領域における財務情報を正確にかつ欠
けるところなく報告すべき責任、ならびにゼスプリにとって重要
性を持つ可能性がある財務情報および非財務情報を上級経
営陣に適時に知らせるべき責任を負います。ゼスプリの連結財
務諸表は、ニュージーランドのIFRSおよび一般会計原則、なら
びにゼスプリの会計方針に適合していなければなりません。個
々のゼスプリグループ会社のまたは制定法で定められている
帳簿や財務諸表は、現地の制定法に適合していなければなり
ません。

We will:
ゼスプリは、

Always truly and accurately reflect the nature of the 
transactions recorded in the financial records,
常に、財務諸表に記録されている取引の性質を真正かつ正確
に表示します

Always accurately disclose and record funds or assets,
常に、資金や資産を正確に開示・記録します

Always disclose payments or purchases as described 
in the document supporting the transaction.

常に、支払または購入について、当該取引を裏付ける文書に記
述されているとおりに開示します

All Zespri employees whose responsibilities include any of 
the matters described in this section shall take the steps 
necessary to ensure our full compliance. If an employee 
becomes aware of any action related to accounting or 
financial reporting that may be improper, this should be 
reported immediately, according to the reporting channels 
described in this document.

本セクションに記載する事項のいずれかが職務に含まれるゼ
スプリの全従業員は、ゼスプリによる完全な遵守を徹底するた
めに必要な措置を講じるものとします。会計報告または財務報
告に関係する行為であって、不適正である可能性がある行為
に従業員が気づいた場合には、本書に記載する通報系統に従
ってその旨を直ちに通報しなければなりません。

Records retention
記録の保管

At Zespri, carefully maintaining Company records 
and documents is essential. We are all responsible for 
safeguarding Zespri’s data, documents, files and records, 
and compliance with all applicable laws relating to records 
retention. 

ゼスプリでは、会社記録や会社書類をきちんと保管することが
不可欠とされています。私たち全員が、ゼスプリのデータ、文書、
ファイル、記録の保管についての責任、ならびに記録保管に関
係するすべての法令の遵守についての責任を負っています。

Alteration, concealment or destruction of documents or 
records that are necessary for compliance purposes, an 
ongoing investigation or litigation matters is not permitted. 
If you have any enquiries on whether a document should 
be retained, see your local Finance Manager or contact the 
General Counsel for more information.

コンプライアンス上必要である、またはその都度行われている
継続中の調査もしくは係属中の訴訟事案のために必要となる
文書または記録の改変、隠蔽または破棄は許されません。特定
の文書を保存すべきか否かに関して質問がある場合には、各
国のファイナンスマネージャーへの相談、またはゼネラルカウ
ンセルへの問い合わせをお願いいたします。

Confidentiality
秘密保持

Information is a large part of what allows us to operate 
successfully. Many employees need access to confidential 
information of Zespri and also third parties in order to 
perform their jobs. The customers and suppliers of Zespri, 
and other individuals and organisations with which it 
has business or other relationships, are entitled to have 

Zespri’s  
confidential 

information is a 
valuable asset that 
should be carefully 

protected

「ゼスプリの秘密情報は、注意
深く保護されなければならない

貴重な資産です。」
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their dealings and information treated with appropriate 
confidentiality and security by Zespri.

情報というのは、適切な業務運営をする上で、大きな意味を持
ちます。多くの従業員が、職務遂行のためにゼスプリの秘密情
報および第三者の秘密情報へのアクセスを必要とします。ゼス
プリの顧客や仕入先、及び、ゼスプリと取引している、またはそ
の他の関係を有しているその他の個人・組織には、自己の取引
や情報がゼスプリにより機密を保持して取り扱われるようにさ
せる権利があります。

Zespri’s confidential information is a valuable asset that 
should be carefully protected. Individuals are required  
to protect the confidentiality of Zespri’s and third parties’ 
information; to use the confidential information only for 
business purposes and to limit disclosure of confidential 
information, both inside and outside Zespri, only to  
people who need to know the information for legitimate 
business purposes.

ゼスプリの秘密情報は、注意深く保護されなければならない貴
重な資産です。従業員・取締役・業務受託者は、ゼスプリおよび
第三者の情報の機密を保持すること、業務上の目的のためだ
けに秘密情報を使用すること、秘密情報の開示（ゼスプリの社
内での開示か、社外への開示かを問いません）を、業務上の合

法的目的のために当該情報を知っている必要のある者のみに
限定することを要求されます。

The disclosure of Zespri’s confidential information, whether 
intentional or accidental, can harm Zespri. Before sharing 
any of Zespri’s confidential information with a third party, 
an appropriate nondisclosure agreement should be signed. 
Individuals should not sign a third party’s nondisclosure 
agreement or accept changes to Zespri’s standard 
nondisclosure clauses without approval by General Counsel.

ゼスプリの秘密情報の開示は、意図的な開示であるか、偶発
的開示であるかを問わず、ゼスプリに害を及ぼす可能性があり
ます。ゼスプリの秘密情報を第三者と共有する前に、秘密保持
契約書が締結されなければなりません。ゼネラルカウンセルに
よる承諾なしには、第三者の秘密保持契約書に署名し、または
ゼスプリの標準的な秘密保持条項の変更を受け入れてはなり
ません。

For more information, please refer to the Confidentiality 
Policy.

詳しくは、秘密保持方針を参照してください。
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Respect in the work environment
職場環境における敬意
Maintaining a positive and respectful Workplace
ポジティブで敬意に満ちた職場の維持

We believe in providing a positive work environment in which 
communications are both open and respectful.

ゼスプリは、オープンでかつ敬意に満ちたコミュニケーション
が行われる健全な職場環境を提供することの重要性を信じて
います。

It is Zespri’s philosophy and practice to provide employment 
opportunities in a secure and healthy atmosphere of mutual 
respect and dignity. Decisions as to hiring, promotion, 
compensation, termination and other aspects of the 
employment relationship must be based upon job-related 
competencies and qualifications, and any other factors 
required by applicable law.

相互の尊重と尊厳という安全かつ健全な雰囲気のなかで雇用
機会を提供するというのが、ゼスプリの信条・慣行です。採用、
昇進、報酬、解雇をはじめとする雇用関係の様々な面に関する
決定は、職務能力、職務上の資格、関係法令によって要求され
るその他の要素に基づかなければなりません。

Consistent with its commitment to maintaining a positive 
and respectful workplace, Zespri has zero tolerance for 
unlawful harassment. Zespri maintains policies regarding 
its commitment to maintaining a positive workplace and 
the responsibilities of employees and others in that role. 
Additionally, we place high value on the integrity of our 
people and expect everyone to be respectful, honest and 
truthful in all of their dealings.

ポジティブで敬意に満ちた職場を維持するためのゼスプリの
取組みの一環として、違法なハラスメントは一切容認されませ
ん。ゼスプリは、敬意に満ちた職場を維持するためのゼスプリ
の取組みや、そうした役割において従業員等が負う責任に関す
る方針を設けています。ゼスプリは、皆さんの誠実さを重んじて
います。すべての取引において敬意を払い、誠実であり、嘘をつ
かないことを、皆さん全員に期待します。

Employee data privacy
従業員データのプライバシー

Zespri collects personal information directly from you 
or creates personal information about you during your 

employment. Zespri is committed to protecting and managing 
this personal information appropriately and in accordance 
with the principles set out in Zespri’s Privacy Policy.

ゼスプリは、在職期間中、あなたの個人情報を直接入手し、あ
るいは、あなたの個人情報を作成します。ゼスプリはゼスプリの
プライバシーポリシーに定められた原則に則り、この個人情報
を適切に保護し管理します。

If you have access to personal information – about 
employees, growers or consumer customers – because 
of the nature of your job, you must take special care to 
safeguard this information. You can only access, use and 
share personal information in the ways Zespri told people 
we would when it was collected. You can only use or share 
personal information in new ways if you have consent or are 
required to by law. Use of personal information, including 
sharing of such information internally or with external 
parties, must be approved by the Global Data Protection 
Officer*. 

もしあなたが職務上、従業員、生産者、消費者顧客に関する個
人情報にアクセスする場合には、この情報を保護するために特
別な注意を払わなければなりません。ゼスプリが情報収集の際
に説明した方法でのみ、収集した個人情報にアクセスし、利用
し、共有することが可能です。情報提供者が同意、あるいは法
律によって義務づけられている場合にのみ、新たな方法で個人
情報を利用し、共有することができます。当該情報を内部であ
るいは外部と共有することを含む個人情報の利用には、グロー
バル・データプロテクション・マネージャーの承認を受けなけ
ればなりません。

* Global Data Protection Officer(s) and locally appointed 
Privacy Coordinators are shown in the staff directory.

グローバル・データプロテクション・マネージャーと地域で任
命されたプライバシー・コーディネイターは、スタッフディレクト
リーに掲載されています。

Maintaining a safe, healthy work Environment
安全・健全な労働環境の維持

Zespri is committed to providing its employees with a 
healthy and safe working environment. This includes 
providing appropriate protective equipment, as well as 
having practices that meet health and safety regulations.
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ゼスプリは、健全で安全な労働環境を従業員に提供することに
取り組んでいます。これには、適切な安全器具を提供すること
や、衛生安全規則に適合する慣行を有することが含まれます。

In order to meet our commitment to a safe and healthy 
workplace, we all must do our part. This means we need to:

健康で安全な労働環境へのコミットメントを充足するために
は、私たち全員が役目を果たさなければなりません。言い換え
れば、私たちは次のことをする必要があります。

•   Make sure there are clearly documented safety 
procedures in place,

  明確に文書化された安全手順が導入・実施されるようにす
ること

•   Communicate safety procedures to staff and third 
parties coming to the workplace,

  スタッフのほか、ゼスプリの職場に来る第三者に、安全手順
を伝えること

•  Follow the safety laws and procedures,
 安全法令および安全手順を遵守すること

•  Observe posted safety-related signs,
 掲示されている安全標識に従うこと

•  Use appropriate safety equipment at all times,
 適した安全具を常に使用すること

•   Work together to prevent hazardous or unsafe 
working conditions,

  危険なまたは安全でない労働条件を未然に防ぐため協力
し合うこと

•   Report and escalate any hazardous conditions or 
unsafe behaviour to your manager or a health and 
safety committee member,

  危険な状況や安全でない行動を所属長または衛生安全委
員に報告・上申すること

•   Report near-misses and injuries immediately when 
they occur;

 未然事故や怪我を直ちに報告すること

•   Implement mitigating actions to reduce the risk of 
injury to yourself or others.

  皆さん自身または他人が負傷するリスクを減らすための軽
減措置を実行すること

Alcohol and illegal drugs do not have any place in a 
safe work environment. Impairment will affect your job 

performance and cause dangerous safety hazards. You 
must also be aware of the possible effects of prescription 
drugs. With the exception of the reasonable consumption 
of alcohol at Zespri functions, you may not be under 
the influence of alcohol while on Zespri premises. The 
possession, distribution, sale or use of illegal drugs is 
expressly prohibited on Zespri premises, and at any time 
that you are working or representing Zespri.

安全な労働環境においては、アルコールや違法ドラッグが入り
込む余地はありません。アルコールや違法ドラッグによる中毒
症状は、皆さんの業績に影響を及ぼし、危険を招きます。皆さん
は、処方薬が及ぼす可能性のある影響についても知っていなけ
ればなりません。社内の行事において合理的な量のアルコール
を飲むことを除き、皆さんは、ゼスプリの事業施設内にいるとき
には、飲酒をしたり、アルコールの影響を受けた状態にあったり
してはなりません。違法ドラッグの所持、配布、販売または使用
は、ゼスプリの事業施設内では明示的に禁じられ、そしてまた、
各位が勤務しているときやゼスプリを代表して行動していると
きには明示的に禁じられます。

Any acts of harassment or threats of violence will not be 
tolerated.

ハラスメント行為や、暴力に訴えると脅す行為は、容認されま
せん。

Health, safety and environmental Laws
衛生安全法および環境法

It is Zespri’s policy to comply with all applicable health, 
safety and environmental laws and regulations wherever 
we operate, and to take all reasonably practicable steps 
to promote a healthy and safe working environment and 
responsible environmental practices.

ゼスプリが事業を展開しているすべての場所において、すべて
の衛生安全法令および環境法令を遵守するというのが、そし
て、健全で安全な労働環境および責任ある環境保全慣行を促
進するために合理的に実行し得るあらゆる措置を講じるという
のが、ゼスプリの方針です。

Zespri is committed to:

ゼスプリは以下の事項に取り組んでいます。

•   Sourcing and supplying product that meets 
all regulatory and customer standards and 
requirements for food safety,

  食品の安全に関する規制上のすべての基準・要件ならびに
食品の安全に関して顧客が設けているすべての基準・要件
に適合する製品を、調達・供給すること。
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•   Identifying our customers’ needs and to provide 
them with products and services that meet or 
exceed mutually agreed specifications,

  顧客のニーズを把握し、相互に合意された仕様を満たす製
品・サービスを顧客に提供すること。

•   Building a sustainable future for Zespri and our 
growers, post-harvest operators, shareholders 
and wider stakeholders, we are committed to 
ensuring that our economic success is integrated 
with proactive management of the environment 
and social aspects of our business, working 
towards sourcing product from suppliers who 
operate socially responsible businesses. All 
suppliers are expected to be able to demonstrate 

their commitment to ethical trading norms, their 
compliance with legal employment requirements 
and the respect of core labour rights and dignity at 
work.

  ゼスプリのため、そして、ゼスプリの契約生産者、ポストハ
ーベスト処理業者、株主、利害関係者のために、持続可能
な未来をつくるため、ゼスプリは、社会的な責任のある事業
を営んでいるサプライヤーから製品を調達し、ゼスプリの
経済的成功がゼスプリの事業の環境的側面及び社会的側
面の積極的な管理と一体として実現されるよう取り組んで
います。倫理的な取引規範の実践、法律上の雇用要件の遵
守、核心的な労働権や労働者の尊厳の尊重を実証し得る
ことが、すべてのサプライヤーに求められます。
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Behaviour with competitors
競合者への対応
Competition laws
競争法

Zespri competes vigorously in the marketplace, but is 
committed to doing so in a manner that is fair, honest, 
ethical and legal. Employees, consultants and directors are 
expected to conduct their activities on behalf of Zespri 
in a manner consistent with applicable antitrust and 
competition laws. Breaches of antitrust or competition 
laws, or even the allegation of breaches of antitrust or 
competition laws, can cause serious damage to Zespri’s 
reputation and can result in large fines and litigation 
costs. In some countries, individuals who breach antitrust 
or competition laws may be criminally liable for prison 
sentences and fines. In order to avoid activities that may 
result in breaches or the allegation of breaches, of antitrust 
or competition laws, we will:

ゼスプリは市場において積極的に競争していますが、公正・誠
実・倫理的・合法的に競争をすることに取り組んでいます。従業
員・コンサルタント・取締役は、ゼスプリを代表して事業活動を
するとき、適用される反トラスト法や競争法を遵守する方法で
事業活動をすることを求められます。反トラスト法もしくは競争
法の違反は、また、そうした違反が起きているとの主張でさえ、
ゼスプリの評判を大きく傷つける可能性がありますし、多額の
罰金や訴訟費用が発生する可能性もあります。国によっては、
反トラスト法または競争法に違反した個人は、刑事責任を問わ
れ、禁固刑や罰金刑に処せられることもあります。反トラスト法
もしくは競争法の違反、またはそうした違反が起きているとの
主張を生み得る行動を回避するため、ゼスプリは以下のとおり
行為し、または行為しないこととします。

1.   Not intentionally enter into any understanding, 
agreement, plan or scheme that will breach 
the antitrust or competition laws in the local 
jurisdiction;

  現地の反トラスト法または競争法に違反する合意、契約、
計画またはスキームを意図的に成立させてはなりません。

2.    Make clear to all customers and distributors 
that Zespri expects them to compete fairly and 
vigorously for Zespri’s business, and that anti-
competitive conduct relating to Zespri Kiwifruit will 
not be tolerated.

  ゼスプリの事業のために公正かつ活発に競争することを、
ゼスプリは顧客や販売業者に期待していること、ならびに
ゼスプリキウイフルーツに関係する反競争的行為は許され
ないことを、すべての顧客および販売業者に対して明確に
しなければなりません。

Gathering competitive information
競争情報の収集

Keeping current with information about the market and our 
competitors enables us to compete effectively. However, we 
can only gather competitive information in a manner that 
is both ethical and legal, we are never to obtain information 
about our competitors using:

市場や競合者に関する最新情報を持っていることにより、私た
ちは効果的に競争することができます。しかし、倫理的、かつ合
法的な方法でのみ競争情報を収集しなければなりません。決
して、以下の手段を用いて競合者に関する情報を入手してはな
りません。

•  Theft
 脅迫

•  Deception
 詐欺

•  Misrepresentation
 不実表示

•  Any other dishonest or illegal conduct
 不正または違法なその他の行為

Zespri competes 
vigorously in the 

marketplace, but is 
committed to doing so 
in a manner that is fair, 

honest, ethical and legal

「ゼスプリは市場において積極
的に競争していますが、公正・誠
実・倫理的・合法的に競争をする

ことに取り組んでいます。」

‘

’
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It is especially important that we never ask employees 
to breach confidentiality agreements with their previous 
employers, nor should we seek to obtain non-public 
competitively sensitive information directly from a 
competitor.

ゼスプリは、決して元勤務先との間の秘密保持契約に違反す
るよう従業員に求めず、競争上影響のありうる非公開情報を競
合者から直接に得ようとしてはならない、ということがとりわけ
重要です。

Participating in trade associations
業界団体への参加

While we generally avoid interacting with competitors, 
there may be instances when some type of contact is 
unavoidable.

ゼスプリは概して競合者とのやり取りを避けますが、何らかの
接触が避けられないこともあります。

Organisations and events such as the International 
Kiwifruit Organisation and Fruit Logistica provide excellent 
opportunities for us to network and further develop the 
global kiwifruit category. However, these events also 
create challenges. When attending events you should be 
careful when interacting with competitors at these events; 
if you have any questions regarding acceptable levels of 
communication, please contact the Zespri General Counsel.

International Kiwifruit OrganisationやFruit Logisticaの
ような団体やイベントは、全世界のキウイ業界をネットワーク
化し、かつ更に発展させる良い機会となります。しかし、こうした
イベントが問題を生じさせることもあります。これらのイベント
に参加する場合、当該イベントにおいて競合者とやり取りする
際には慎重でなければなりません。許されるコミュニケーショ
ンの程度に関して疑問がある場合には、ゼスプリゼネラルカウ
ンセルに問い合わせてください。

Host responsibility
ホスト役としての責任

Zespri recognises that for some employees there may be a 
requirement to attend or host social engagements for the 
purposes of fostering or furthering business. These events 
should always be respectful of the source of funding, and 
modest in cost when sponsored by Zespri. The business 
reasons for any expenditure must be full and clear, with 
appropriate approvals and supporting documentation.

一部の従業員に関しては、事業を促進または推進するために
社会的イベントに参加し、社会的イベントにおいてホスト役を
務めなければならないこともあるということを、ゼスプリは認識

しています。そうしたイベントは必ず、資金源に対して配慮する
ものでなければならず、ゼスプリがこうしたイベントの資金を提
供する場合、当該イベントに多額の費用がかかってはなりませ
ん。いかなる支出についても、その業務上の理由は、完全かつ
明確でなければならず、承認が得られており、証拠書類によっ
て裏付けられなければなりません。

In the event an employee chooses to consume alcoholic 
beverages in connection with a business function, the 
company expects that employees, and any other parties 
present at a Zespri hosted function, will act responsibly 
and avoid excess. Host responsibility makes good business 
sense; staff are expected to embody professionalism 
and integrity at all times, especially when Zespri is being 
represented to outside parties. This infers the use of 
good judgment and never drinking in a way that leads 
to inappropriate behaviour, impaired performance or 
problematic situations for those involved. Practices that 
encourage intoxication are not acceptable. Any behaviour 
that endangers the safety of others or violates the law may 
lead to disciplinary action, including dismissal. Inappropriate 
use of alcohol may be considered misconduct and would be 
dealt with in line with local disciplinary policies.

業務上のイベントに関連して飲酒することを従業員が選択する
場合、責任を持って行動すること、そして、飲みすぎないように
することを、ゼスプリは、従業員にも、ゼスプリが主催するイベン
トに参加するその他の者にも求めます。ホスト役としての責任
は、業務上、重要な意味があります。スタッフは、常に（外部の者
に対してゼスプリを代表するときには特に）プロフェッショナリ
ズムと誠実さを具現化することを求められます。これは、正しい
判断力を働かせること、そして、不適切な行為、業績低下または
関与する者にとっての問題ある状況を招くような飲み方で飲
酒しないことを意味するものです。飲酒を推奨する慣行は受け
入れられません。他者の安全を脅かす、もしくは法律に違反す
る行為は、解雇を含めた懲戒処分を招くこともあります。不適
切な飲酒は不正行為とみなされることがあり、現地の懲戒方
針に従って取り扱われます。

Zespri expects executive and senior management 
personnel to lead by example and to react appropriately in 
any problem situation.

ゼスプリは、模範を示すこと、そして、問題状況においては適切
に対処することを、幹部役員および上級経営陣に期待します。

Employees must also comply with any regional or local 
Zespri conduct related policies or procedures at all times.

従業員は、ゼスプリが設けている行動関連の地域または現地
での方針や所定手順も、常に遵守しなければなりません。



Zespri Group Code of Conduct
ゼスプリグループ行動規範

16

Gifts and entertainment
贈答・接待

We are committed to living up to the highest standards of 
professional ethics, and to remain independent at all times. 
In developing goodwill and strong working relationships with 
growers, partners, customers and suppliers, appropriate 
gifts and entertainment can sometimes be offered as 
standard business courtesies. We have Gifting Policies 
to guide employees and directors in the appropriate 
management of these situations. It is the responsibility of 
all employees to ensure that their conduct is in line with this 
policy in both letter and spirit.

ゼスプリは、最も高い職業倫理基準に従って行動すること、お
よび、常に自主性を保つことに取り組んでいます。商業上の信
用を築くにあたり、そして、生産者、パートナー、顧客、サプライ
ヤーとの間に強固な取引関係を築くにあたり、業務上の標準
的な礼儀として贈答や接待を申し入れることが認められる場
合もあります。そうした状況を適正に管理するうえで従業員や
取締役の手引きとなるよう、ゼスプリは贈答方針を設けていま
す。従業員は各自の行動が贈答方針の文言及び趣旨の双方に
従うようにしなければなりません。

As a general principle, staff members should not accept 
any direct or indirect gifts or hospitality from external 
parties where the acceptance of a gift or hospitality may 
lead to real, potential or perceived conflict of interest. 
Zespri expects employees to report any gifts, benefits or 
entertainment, as per company policy, in the Gift Register 
and to be transparent and truthful in the interpretation and 
adherence to hese policies.

原則として、贈答や接待を受けることで実際のもしくは潜在的
な利益相反（または利益相反とみなされる状況）へと至り得る
場合、スタッフは、外部の関係者から直接的または間接的な贈
答や接待を受けてはなりません。ゼスプリは、会社方針に従っ
て一切の贈答、利益供与または接待を贈答届出において報告
すること、そして、方針の解釈・遵守にあたって透明性を有する
とともに誠実であることを、従業員に求めます。

A gift should not be exchanged if it meets any of the 
following conditions:

以下の条件のいずれかに該当する場合には、贈答の授受をし
てはなりません。

a.   It contravenes any law or generally accepted 
ethical standard, or

  当該贈答が、法律または広く受け入れられている倫理基準
に反すること

b.   It is inconsistent with accepted local business 
practices, or

  当該贈答が、一般に許容されている現地の業務慣行と相
容れないこと

c.   It is in a form or manner that could be taken as a 
bribe or payoff, or

  当該贈答が、賄賂またはキックバックとみなされ得る形態
または方法による贈答であること

d.   It is of such character and / or circumstance that 
public disclosure has the potential to embarrass 
Zespri or persons within Zespri.

  当該贈答の性質および／または状況により、当該贈答が公
表されることによってゼスプリまたはゼスプリ社内の者が
困惑する可能性があること

For further information and guidelines, please refer to 
Zespri’s Travel and Entertainment Policy and Gifts, Benefits 
and Hospitality Policy.

詳しくは、ゼスプリの出張および接待方針および贈答・利益供
与・接待方針を参照してください。

Corruption, bribes, kickbacks and ’facilitating 
payments’ are not Tolerated
腐敗行為、贈収賄、キックバック、「ファシリテーションペイメン
ト」の禁止

We are committed to complying with all anti-corruption 
laws in the regions in which we operate. Often anti-
bribery and anti-corruption laws extend beyond country 
borders and any breaches of regulations may have severe 
consequences, both for the individual and the Company. 
The Company’s interpretation of these laws is clear: we may 
not engage in any form of bribery with, or offer, authorize or 
accept any form of kickback to either a government official 
or in the private sector. “Bribery” is the offering, giving, 
receiving or soliciting of anything of value in order to obtain 
or retain business or other improper advantage. A “kickback” 
is a payment returned or promised to be returned as a 
reward for making or fostering business arrangements.

ゼスプリは、ゼスプリが事業を展開する地域におけるすべての
腐敗行為防止法を遵守することに取り組んでいます。贈収賄防
止法や腐敗行為防止法は、国境を越えて適用されることが多
く、規制の違反は、個人にとってもゼスプリにとっても重大な結
果を招くことがあります。これらの法律に関するゼスプリの立
場は明確です。私たちは、公務員との間であるか、民間部門の
取引先との間であるかを問わず、一切の贈収賄行為、一切のキ
ックバックの申し出、許可、又は承認はできません。「贈収賄」と
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は、取引またはその他の不正な利益を獲得または保持するた
めに有価物を、提供し、受け取り、または求めることです。「キッ
クバック」とは、業務上の取決めを結びまたは促進する見返り
としての払戻しまたは払戻しの約束をいいます。

Regardless of where we are located, no employee or 
director acting on behalf of Zespri shall directly or indirectly 
(through a third party) give, offer or promise any form 
of bribe, gratuity or kickback to any anyone to obtain or 
retain business or other improper advantage. While it is 
always important to comply, this is particularly important 
when dealing with a government official. Government 
officials include, but are not limited to an officer, consultant 
or employee of a state-owned or partially state-owned 
enterprise, government department or agency, political 
party or official, candidate for political office, officer or 
employee of a public international organization such as the 
World Health Organization or World Bank, or the spouse 
or immediate family members of any of the persons 
mentioned above (“government official”).

所在を問わず、ゼスプリを代表して行為をなす従業員または取
締役は、業務上またはその他の不正な利益を獲得または保持
するために、いかなる者に対するものであるかを問わず、賄賂、
謝礼またはキックバック（形態を問いません）を、直接に、または

（第三者を通じて）間接に提供し、申し出、または約束してはな
りません。遵守することは常に重要ですが、公務員を相手にす
るときには特に重要です。公務員とは、政府により全部又は一
部を所有されている企業、政府機関もしくは政党の役員、コン
サルタントもしくは従業員、政治家候補者、公的な国際機関（
世界保健機構や世界銀行など）の役員もしくは職員、またはこ
れらのいずれかの者の配偶者もしくは家族（以下「公務員」とい
います）を含みますが、これらの者に限定されません。

In some countries “facilitating payments” are used to 
expedite routine government procedures. In fact, they 
may even be legal in some countries. If you are aware of 
such payments being made in relation to Zespri’s business 
activities, please advise the General Counsel as soon as 
possible. Consequences for violating anti-corruption laws 
are severe for both the Company and the individuals 
involved.

日常的な行政手続を円滑に進めさせるために「ファシリテーシ
ョンペイメント」が用いられる国もあります。実際、一部の国で
は、ファシリテーションペイメントは必ずしも違法とされていな
いことがあります。ゼスプリの事業活動に関連してそうした支
払が行われていることに気づいた場合には、できるだけ速やか
にゼネラルカウンセルに知らせてください。腐敗行為防止法の
違反が招く結果は、当該違反に関与する個人にとっても当社に
とっても重大なものとなります。

For more information, see Zespri’s Anti-Bribery and Anti-
Corruption Policy.

詳しくは、ゼスプリの贈収賄・腐敗行為防止方針を参照してく

ださい。
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Protecting Zespri’s assets and reputation
ゼスプリの資産・評判の保護
Fraud prevention
詐欺の未然防止

Zespri does not tolerate fraudulent activity and if an 
employee suspects or discovers that fraud is occurring 
within Zespri, they should immediately report it according to 
the reporting channels described below.

ゼスプリは詐欺的行為を認めません。ゼスプリの社内で詐欺が
起きているのではないかと従業員が疑問を持った場合、または
ゼスプリの社内で詐欺が起きていることを従業員が発見した
場合には、後述の通報系統に従って直ちに通報しなければな
りません。

Delegated authorities
権限の委任

As outlined in the Global Corporate Delegated Authorities 
Policy (commonly referred to as the DAM), some employees 
have specific authorisations for decision-making and/or for 
incurring financial commitments or approving payments on 
behalf of Zespri, including entering into contracts on behalf 
of the Company.

権限委任方針（通称「DAM」）に記載されているとおり、従業員
のなかには、ゼスプリを代表して契約を締結することを含め、
ゼスプリを代表して意思決定を行い、および／または金銭債
務を負い、もしくは支払を承認する具体的権限を有する者が
います。

Employees are responsible to be familiar with the DAM and 
ensure that they only make or authorize operational and 
financial decisions and transactions, or incur costs on behalf 
of Zespri, if they are specifically authorised to do so. For 
more information, see the DAM.

従業員は、権限委任方針をよく理解しなければなりません。ま
た、従業員は、権限を特段付与されている場合に限り、ゼスプ
リを代表して業務運営上および財務上の意思決定や取引を行
い、もしくは承認し、または費用を負担するものとします。詳しく
は、権限委任方針を参照してください。

Acceptable use of Zespri assets
ゼスプリの資産の使用

Zespri’s assets are valuable resources that should be used 
for business purposes. Employees should care for and use 
Zespri’s assets responsibly and protect them from theft, 
misuse and destruction.

ゼスプリの資産は、業務上の目的のために使用すべき貴重なリ
ソースです。従業員は、ゼスプリの資産を大事にし、責任をもっ
て使用し、盗難・悪用・破壊から守らなければなりません。

Zespri’s assets include an employee’s work product, as well 
as Company equipment, vehicles, computers, software, 
documents and trademarks. Assets include information and 
communication technologies such as phone service, email, 
internet access and all data housed in Zespri’s technology 
assets or cloud systems.

ゼスプリの資産には、従業員の業務成果物が含まれ、当社の設
備、車両、コンピュータ、ソフトウェア、文書、商標も含まれます。
また、電話サービス、eメール、インターネットアクセスのほか、
ゼスプリの技術資産またはクラウドシステムにおいて管理され
るすべてのデータなどの情報技術や通信技術も、ゼスプリの資
産に含まれます。

It is not acceptable to share content inappropriate for a 
workplace setting, such as sexual content, inappropriate 
humour, harassment, etc. Zespri assets should never be 
used for outside business activities or for illegal, unethical or 
any other inappropriate activities.

職場での使用に適していないコンテンツ（性的コンテンツ、不
適切な噂、ハラスメントなど）を共有することは許されません。

Zespri’s assets are  
valuable resources 
that should be used 

for business purposes. 
Employees should care for 

and use Zespri’s assets 
responsibly and protect 
them from theft, misuse 

and destruction

「ゼスプリの資産は、業務上の目的の
ために使用すべき貴重なリソースです。
従業員は、ゼスプリの資産を大事にし、
責任をもって使用し、盗難・悪用・破壊

から守らなければなりません。」
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社外の業務活動のためにまたは違法、もしくは非倫理的な、も
しくはその他の不適正な活動のためにゼスプリの資産が使用
されてはなりません。

For more information, refer to Zespri’s IS Devices and 
Security Policy.

詳しくは、ゼスプリの情報デバイスおよびセキュリティ方
針を参照してください。

Conflict of interest
利益相反

Business and personal situations that have the potential to 
create a conflict of interest should be avoided. A conflict of 
interest may exist when an employee, consultant or director 
or their family members is involved in an activity, or has a 
personal (including financial) interest, that might interfere 
with that person’s objectivity in performing Zespri duties 
and responsibilities. Zespri transactions with other business 
entities must not be influenced by the personal interests 
or activities. Such conflicts may damage the reputation of 
Zespri and its representatives.

業務上及び私的な場面において利益相反を生む可能性のあ
る状況は避けなければなりません。従業員、コンサルタントもし
くは取締役、またはその家族が、ゼスプリにおける職務や責任
を遂行するにあたっての客観性を妨げるおそれのある活動に

従事し、またはそうしたおそれのある個人的利害（金銭的利害
を含みます）を有する場合に、利益相反が存在し得ます。ゼスプ
リと他の事業体との間の取引が、個人的な利害や活動によっ
て影響されてはなりません。そうした利益相反は、ゼスプリやそ
の代表者の評判を損ないかねません。

Activities that create the potential for a conflict of interest 
or the perception of such conflict should be avoided or 
discussed with a senior manager in order not to reflect 
negatively on the reputation of Zespri and its stakeholders.

利益相反（または利益相反とみなされるもの）の可能性を生む
活動については、ゼスプリやその利害関係者の評判に悪影響
を及ぼすことを避けるために、実施しないか、またはシニアマネ
ージャーとの間で協議しなければなりません。

Once notified of a possible conflict of interest, the 
employee’s Global Executive (or General Counsel in case of 
a director or CEO) must determine whether the existence 
of such interest or position is in conflict with this Code 
or otherwise detrimental to the best interests of Zespri, 
and determine the final nature of the situation. In some 
circumstances, it may not be possible to adequately 
manage a conflict and may require an employee or director 
to cease either their Zespri interest or the external 
conflicting interest.

潜在的な利益相反の届出を従業員から受けた場合、当該従業
員が勤務するゼスプリグループ会社のグローバルエグゼクティ
ブ（ただし、取締役またはCEOの場合にはゼネラルカウンセル）
は、当該利害または当該状況が存在することが本規範に抵触
し、またはゼスプリの最善の利益を損なうか判断しなければな
りません。状況によっては、利益相反を適正に管理することが
不可能なこともあり、ゼスプリにおける利害または社外におけ
る対立する利害を消滅させるべきことを従業員または取締役
が要求されることもあります。

For more information, refer to the Conflict of Interest Policy.

詳しくは、利益相反方針を参照してください。

Political contributions
政治的寄付

Employees are encouraged to participate in the political 
process. Employees should, however, only do so voluntarily 
and during personal time, unless applicable law requires 
otherwise. Political contributions are not to be given by or 
on behalf of Zespri unless the contribution has first been 
approved by General Counsel and the Zespri Group Limited 
Board. Employees should not make political donations or 
contributions using our Company’s name, time, funds or 
other resources.

ゼスプリは、従業員の皆さんが政治活動に参加することを推奨
しています。ただし、皆さんは、法律により別段に要求されない
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限り、個人的時間を使って、かつ任意に政治プロセスに参加し
なければなりません。ゼネラルカウンセルおよびゼスプリグル
ープリミテッド取締役会により事前に承認されていない限り、
ゼスプリにより、またはゼスプリを代表して政治的寄付が行わ
れてはなりません。従業員は、当社の名称、時間、資金、その他
のリソースを使って政治献金または政治的寄付をしてはなり
ません。

Compliance with laws regarding child labour, anti-
slavery and anti-human trafficking
児童労働、奴隷所有禁止、人身売買禁止に関する法律の遵守

Zespri expects its employees, consultants, contractors and 
suppliers to comply with all laws and regulations prohibiting 
child labour, slavery or human trafficking in the countries 
where we or they operate. Zespri will not do business with 
any individual or company if we become aware they are 
engaged in child labour, slavery or human trafficking.

ゼスプリは、ゼスプリまたはその従業員、コンサルタント、業務
受託者もしくはサプライヤーが業務を行う国において児童労
働、奴隷所有または人身売買を禁止するすべての法令を遵守
することを、従業員、コンサルタント、業務受託者、サプライヤー
に求めます。ゼスプリは、ある個人または会社が児童労働、奴
隷所有または人身売買に関与していることに気づいた場合、当

該個人または当該会社と取引しません。
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Policy compliance: seeking guidance and reporting concerns
方針の遵守：助言を求めること、懸念事項の通報
Asking Questions
問合せ

You may encounter situations where you have a question or 
are unsure of the right course of action. Please always seek 
guidance if you are uncertain about a particular situation. 
For specific questions, you can reach out to the appropriate 
resource listed below:

皆さんは、正しい行動内容について疑問を持ち、または正しい
行動内容がわからない場面に遭遇することがあるかもしれま
せん。個々の状況に関してわからない点がある場合には、必ず
助言を求めてください。問合せ先は以下のとおりです。

•   Your immediate supervisor or manager, or your 
local Global Executive area representative,

  直属の監督者もしくは所属長、または地域グローバルエグ
ゼクティブ

•  Your local Human Resources Department,
 勤務先のゼスプリグループ会社の人事部

•  Zespri’s General Counsel by phone or by email,
 ゼスプリのゼネラルカウンセル（電話またはeメールで）

•   Zespri’s Compliance Officers or Internal Audit and 
Compliance Manager.

  ゼスプリのコンプライアンスオフィサーまたは内部監査・コ
ンプライアンスマネージャー

These contacts are familiar with the laws, regulations, 
policies and procedures that relate to our work, and they will 
be able to address employee questions.

上記の連絡先は、業務に関係する法令・方針・所定手順
に精通しており、質問に答えることができます。

Reporting breaches of this Code and Concerns
本規範の違反や懸念事項の通報

In contrast to a question, we recognize that there may be 
times when an employee becomes aware of or in good faith 
suspect that a breach of this Code, applicable policies or 
the law has occurred. If an employee suspects a violation, 
he or she is encouraged to report it, using the appropriate 
channel described below. Because the manner in which 
violations may be made varies from country to country, 
please consider the appropriate method by which to report, 
according to the following options:

皆さんが疑問を持つのではなく、本規範、方針または法
律の違反が起きていることを皆さんが知り、またはこうし
た違反を皆さんが善意で疑うこともあるのを、ゼスプリ

は認識しています。違反が起きているのではないかと疑
う従業員は、是非とも後述の通報系統を使って通報をし
てください。違反の起こり方は国によって異なりますの
で、以下の選択肢に従って適した通報方法を検討してく
ださい。
1.  Bring it to the attention of your local supervisor, 

or any member of local management, as 
appropriate. The most immediate resource for 
reporting good faith concerns of suspected 
violations is typically a local supervisor or any 
member of local management. If you prefer not 
to go to your supervisor, or your concern was not 
adequately addressed by your local management, 
other options may be available.
皆さんが勤務しているゼスプリグループ会社における監督者
または経営陣メンバーに知らせる。違反の疑いに関する善意
の懸念を通報するときの最も身近な通報先は普通、皆さん
が勤務しているゼスプリグループ会社の監督者または経営
陣メンバーです。監督者に通報することを希望しない場合、
または皆さんが勤務しているゼスプリグループ会社における
経営陣が皆さんの懸念事項に適切に対処しなかった場合に
は、他の通報先を利用することもできます。

2.  Good faith reports relating to banking, 
accounting, finance, internal accounting 
controls, bribery or anti-corruption, or antitrust/
competition violations may also be made directly, 
to the following:
銀行取引、会計処理、財務、内部会計統制、贈収賄もしくは
腐敗行為に関係するか、または反トラスト・競争法違反に関
係する善意の通報は、以下の役員に対して直接に行うことも
できます。

•  Chief Executive Officer,
 チーフエグゼクティブオフィサー

•  Chief Financial Officer,
 チーフファイナンシャルオフィサー

•  Global Executive (for the region),
 （該当する地域を担当する）グローバルエグゼクティブ

•  General Counsel,
 ゼネラルカウンセル

•  Compliance Officers, or
 コンプライアンスオフィサーまたは

•  Internal Audit and Compliance Manager.
 内部監査・コンプライアンスマネージャー
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3.  In addition, depending on the nature and location 
of the concern, reports may be made through 
the Zespri Speak-Up Website, an independent 
service managed by a third party. Because the 
manner in which reports may be made varies from 
country to country, the website will give further 
instructions on how and to whom to report a 
particular concern. If you are reporting about a 
matter that should be handled locally in accordance 
with local legal requirements, the website will 
direct you back to local management. The website 
is operated by an independent third party and is 
available 24 hours a day, 7 days a week.
懸念事項の性質や発生場所によっては、第三者が管理して
いるZespri Speak-Up Websiteという独立サービスを通
じて通報をすることができます。通報方法は国毎に異なるた
め、ある特定の懸念事項を誰に、どのように通報すべきかに
関する指示は、このウェブサイト上に掲載されています。現
地の法律上の要件に従い国内で処理すべき事項を皆さん
が通報する場合には、同ウェブサイト上で皆さんは、皆さん
が勤務しているゼスプリグループ会社の経営陣に通報する
よう指示されます。Zespri Speak-Up Websiteは第三者
により管理されており、週7日、1日24時間利用できます。

Confidentiality and self-identification
秘密保持および非匿名性

Information that employees report will be treated as 
confidentially as possible. Sharing your identity when 
you report will help Zespri conduct the most thorough 
investigation possible, because it may be more difficult to 
thoroughly investigate anonymous reports. If, however, 
employees are uncomfortable identifying themselves, they 
may report anonymously. Regardless of how you choose to 
report, all reports of actual or suspected misconduct will be 
taken seriously and addressed promptly. The appropriate 
personnel will carefully investigate the reports and the 
relevant Zespri employing company will take appropriate 
and necessary action.

従業員が通報する情報は、可能な限り秘密として扱われます。
匿名の通報を綿密に調査するのは難しいため、通報時に皆さ
んの名前を名乗っていただけると、ゼスプリが可能な限り綿密
な調査を行ううえで役に立ちます。ただし、ご自分の名前を名
乗りたくない従業員は、匿名での通報をすることができます。通
報の仕方にかかわらず、現実の、または疑いのある不正行為の
通報はすべて、真剣に受け止められ、適切に対処されます。しか
るべき担当者が通報内容を慎重に調査し、当該不正行為を働
いた従業員が勤務しているゼスプリグループ会社は、必要かつ
妥当な措置を講じます。

Compliance with this Code
本規範の遵守

Employees, directors and consultants are expected to 
follow all aspects of this Code and all other Zespri policies. 
Any breaches may result in disciplinary action, up to and 
including dismissal.

本規範およびゼスプリが設けているその他すべての方針のす
べての面を遵守することが、従業員・取締役・コンサルタントに
求められます。いかなる違反も、解雇を含めた懲戒処分という
結果を招くことがあり得ます。

No retaliation
報復禁止

Zespri recognises that, to preserve a culture of integrity and 
respect, it must protect its employees when they report in 
good faith. Therefore, the Company strictly prohibits acts 
of retaliation against employees for reporting a possible 
violation in good faith. The “good faith” requirement means 
employees must actually believe or perceive the information 
reported to be true. Employees do not have to be right, but 
they must act in good faith.

誠実性と敬意を重んじる企業文化を保持するためには、善意
で通報する従業員を保護しなければならないということを、ゼ
スプリは認識しています。そのため、当社は、潜在的な違反を善
意で通報したことに対する従業員への報復行為を厳に禁じて
います。「善意」とは、通報される情報が正しい情報であると従
業員が実際に確信し、または認識していなければならないこと
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Please always  
seek guidance if you 

are uncertain about a 
particular situation

「個々の状況に関してわからな
い点がある場合には、必ず助言

を求めてください。」



Zespri Group Code of Conduct
ゼスプリグループ行動規範

を意味しています。従業員は、誤らないことを要求されるわけで
はありませんが、善意で行動しなければなりません。

In addition, employees will not be retaliated against for 
participating in good faith in an investigation involving 
possible violations. The Company carefully investigates all 
reports of misconduct consistent with local requirements. 
Employees will help this process by cooperating fully and 
honestly in an investigation of potential illegal or unethical 
activity. If an employee believes that he or she has been 
subject to retaliation, consult the appropriate resource 
using the channels described above.

また、潜在的な違反に関する調査に善意で参加したことを理
由に従業員が報復されることがあってはなりません。当社は、
不正行為のあらゆる通報を現地の要件に従って綿密に調査し
ます。潜在的な違法行為または非倫理的行為の調査に従業員
が完全かつ誠実に協力することが、この手続きにとって重要で
す。自分が報復を受けていると思う従業員は、上記の通報系統
を使って、適切な通報先に相談してください。
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Questions about our Code of Conduct
本規範に関する質問

For clarification of any of the issues contained in this Code please contact the 
Human Resources, Legal or Compliance Departments.

本規範に記載されている事項に関する説明を受けたい場合には、人事部、法務部ま
たはコンプライアンス部にご連絡ください。

Code Updated July 2018
本規範の最終更新日：2018年07月

This Code is maintained by The Global Human Resources Manager
本規範の維持管理責任者：グローバル人事マネージャー

General disclaimer
免責事項
Company policies are an important mechanism for employee understanding of business processes 
and standards expected from Zespri. Managers are required to ensure that their direct reports are 
aware of business policies and that these policies are being followed. When developing new policies and 
processes, managers and employees should consider where opportunities for inappropriate activity 
may be created and provide appropriate mitigation controls to reduce the opportunity. Zespri policies 
are to be reviewed periodically by the business to ensure that they are still current and relevant. Any 
changes to existing policies or any new policies must be communicated to staff in a timely manner.

ゼスプリの各種方針は、ゼスプリに求められる事業プロセスや事業基準を従業員が理解するた
めの重要な手段です。マネージャーは、各自の直属の部下に事業方針を周知徹底させるととも
に、事業方針の遵守を確保しなければなりません。方針やプロセスを新たに策定する際には、マ
ネージャーおよび従業員は、不適切な行為がなされる機会がどのような場合に生まれるかを検
討し、そうした機会を減らすための適した軽減策を用意しなければなりません。ゼスプリの各種
方針が時勢に適合し、かつ妥当性が保たれているようにするため、各事業体により定期的に見
直されなければなりません。現行方針の変更や、新設された方針は、適時に従業員に対して伝え
られなければなりません。


