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CEOからの手紙

キーワーディアンの皆さん

キーワーズスタジオは、最高水準の公正
さ、誠実さ、倫理的な行動で業務を遂行
し、責任を持って事業を遂行することに
専心します。これを基に、より広範な企
業責任、社会におけるビジネスの役割、
環境への影響に対し真摯に取り組みま
す。

この目的を果たすため、そして責任ある
企業である私たちの取り組みの一環とし
て、キーワーズ役員会は最高財務責任者
（CFO）に本件の監督を任命しました。
これにより、役員会とシニアマネジメント
により定められた当社の事業戦略が、こ
の行動規範に記されたとおり、責任ある
企業としての目標と主要なステークホル
ダーの期待に沿ったものであることを検
証していきます。
「キーワーズ 9つの理念」を通じて、
世界21か国で最高の基準を守り、同僚
やクライアント、コミュニティと接し、
それと共に成長を続ける何千人ものキー
ワーディアンの皆さん全員に私から感謝
の思いを伝えたいと思います。私たちは
常に今よりも出来ることがあると認識し
ており、ビジネス活動、環境的課題およ
び社会的課題に対するコミットメントの
強化に努めています。

このビジネス行動規範は、他の規程と共
に、会社としての基準を定めるもので、同
僚、クライアント、会社に対する責任につ
いて……つまり、キーワードでの役割に
関連して、個人としてどのように行動すべ
きかについて説明しています。こうした責
任が何なのかを私たちが理解し、いかな
る時もその精神と字義に基づいた行動を
取ることが重要です。
正しいカルチャーを培っていくことは、
キーワーズの今後の持続可能性を追求す
る上で不可欠です。私たちのカルチャー
の中心には、経営理念であ「キーワー
ズ 9つの理念」があります。
キーワーディアンの皆さん全員が、この
理念を大切にして、プロジェクト、クラ
イアント、そして関わりあう全ての人に
対し最善を尽くせるよう努めてくださ
い。

アンドリュー・デイ
グループ最高経営責任者（CEO）
2020年9月
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

イントロダクションとガイダンス

ビジネス行動規範とは何で
すか？

本ビジネス行動規範（以下「本規範」と
いいます）は、最高の行動基準を追求
し、他者の尊厳を尊重した、Keywords
Studios plc（「キーワーズ」およびその
全子会社「当社グループ」）における倫理
的な行動を行うための基軸です。すべて
のキーワーディアンは、ビジネス行動の
原則であり、私たちが共有する文化と価
値観に結びつけられた、この規範に従う
ことが求められます。これにより、キーワ
ーズの働き甲斐のある優れた企業、そし
てビデオゲーム業界における「頼りにな
る」サービスプロバイダーとしての魅力を
追求していくのです。
私たちは、責任を持って事業を遂行し、
公正さ、誠実さ、倫理的な行動を最高の
水準でもって示し、そして自分たちの行為
が与える環境、社会、政治的な面での影
響に対するより広範な責任を担います。
私たちは、事業のあらゆる部分において
優れたコーポレートガバナンスの価値を
認識し、当社の規模と成熟度に基づき
QCAコーポレートガバナンス・コードを
導入してきました。
マニラスタジオからの風景
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イントロダクショ
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私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

キーワーズの価値観 – 9つの理念

私たちの文化の中心には、
「キーワーズの9つの理念」と呼ばれる経営理念があります。

1. コミュニケーション – 私たちはオープンかつタイムリーなコミュニケーションに努め
ます。私たちは同僚やクライアントに対して隠し事をせず、社内政治を避けます。

2. プロジェクトへの専心 – 私たちはプロジェクトに専心し、私たちが携わるタイトル
において最高の結果をもたらします。

台北スタジオ

本規範の使用

本規範は、実用的なツールとして私たちの日常の仕事
に適用することができます。各セクションとトピックで
は、知っておくべき重要な情報、守るべき実際の手順、
および詳細なガイダンスの入手先について説明していま
す。あらゆる状況について一つの規範で網羅することは
不可能ですので、この導入部分の末尾に、この規範では
記載されていないが倫理的な決定をする方法と、グルー
プの内部告発プロセスを通じて懸念を報告する場合に
関する案内をしています。
本規範は詳細な規程やガイドラインに取って代わるも
のではなく、多くの重要な事項における私たちの原則を
示したものです。現地法がある場合は、行動の最高水
準を設定している方に従います。

3.	クライアント中心主義 – 私たちは、クライアントの意思の実行役となって働き、ベ
ストプラクティスの知識を共有しながら、クライアントの要望に沿ってプロセスと
手順を確立していきます。

4. エンパワーメント – 私たちは、従業員が仕事をする上で必要となるリソースと環境
に加え、パフォーマンスを見守り評価するための手段を提供することにより、現場
の主体性を引き出し、従業員が最大限の能力を発揮できるように努めます。
5.	ゲームへの情熱 – 私たちはゲームへの情熱を忘れず、業界における私たちの役割
に真摯に向き合います。

6.	クライアントへの理解 – 私たちはすべてのクライアントのことを想うとともに、ク
ライアントにとっての最善を追求します。

7.	積極性 – 私たちは挑戦を恐れない、ポジティブな姿勢を持ち、クライアントの課題
解決に取り組みます。
8.	柔軟性 – 私たちは柔軟であることの大切さを忘れず、その困難さを理解したうえで
積極的にそれを受け入れます。柔軟性は私たちの存在意義です。私たちに柔軟性
がなければ、クライアントは私たちにご依頼くださる仕事を自社で済ましてしまう
でしょう。

9.	学習と成長 – 私たちは経験、研修、新たな課題への取り組みといったあらゆる機
会を通じて、学習し成長し続けます。
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倫理的な意思決定

倫理的な行動と意思決定には、従業員が判断し、法的
要件を超えた個人的な責任を受け入れることが求めら
れます。ビジネスにおいて板挟みになるような、または
難しい決定に直面した場合、この規範で具体的にカバー
されていない点については、以下の点を検証してみてく
ださい。

それは違法にあた
る、または倫理に
反していますか？

本規範、9つの理
念、または会社の
規程に違反してい
ますか？

他者に対し不公
平または有害で
すか？

誰もかもがそれを
行った場合、会社
に悪影響を及ぼし
ますか？

それが公に報告
された場合、あな
たは不快に感じま
すか？

上記の質問のいずれ
かに対する答えが「
はい」だった場合、
それを継続させるべ
きではありません。

その行為が本規範に違反するかどうか分からない場合には、最善の
行動が何かを判断するためにマネージャーやHRと相談してくださ
い。
急成長しているビジネスでは、物事がうまくいかない場合があります。
間違いが起きた際には、透明性をもって対処し、年を追うたびにより
良い企業となっていくための企業改善の機会として捉えましょう。容
認できないのは、なんらかの理由で発生した問題を隠すことです。
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

内部告発プロセス

キーワーズは、法的要件の遵守にあたり、可能な限りの最
高水準に取り組んでいます。私たちの告発保護（内部告
発）規程は、従業員が自身の懸念に対し、目をつぶるので
はなく報告すべき必要性を感じた際に、通常の報告ライ
ンを超えたところでそれができるように定めています。こ
の規程のもと、従業員は、誠意をもって行う限り、報復や
不利な待遇、その後の差別または不利益といったものを
恐れることなく、告発することができます。
従業員は、自身の雇用に関連して注意を引いた不正行為
に対する懸念を特定し、報告する上で重要な役割を担っ
ています。キーワーズはグループ内で見受けられた不正行
為に関し、スタッフが表明した懸念が純粋かつ合理的な
ものであれば調査を実施し、従業員は自信をもってそれ
ができること、また懸念を述べた結果、差別を受ける、ま
たは不利益を被ることがないよう保証します。
キーワーズは、この規程のメンテナンスと実行を担当す
る「告発保護マネージャー」に上級管理職を任命しまし
た。このマネージャーは、社内での開示プロセスの元で
提起された全ての懸念に対応します。
詳しくは、ご自身の勤務スタジオまたはイントラネット上
で、キーワーズの告発保護（内部告発）規程をご確認くだ
さい。懸念の報告の仕方と連絡先は、本文書の最終ペー
ジに掲載されています。

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちの仲間

キーワーディアンは、その意欲と才能を以って、現在の
グローバルサービスプロバイダーとしてのキーワーズを作
り上げてきました。私たちはユニークで多様性に満ちたカ
ルチャーを守り続け、新しく入ったメンバーも、前からいる
仲間たちのように自分が支えられ、受け入れられていると
感じられるようにする必要があります。

安全衛生

キーワーズでは、安全で、自分のスキル
を伸ばし、個人としての可能性を最大限
に生かせる機会のある環境の提供を目指
しています。当社グループは従業員や請
負業者、ビジターの安全を犠牲にしてま
で緊急を要するタスクは存在しないと考
えています。当社グループは、全従業員に
対し安全な職場を提供するように努め、
従業員を守るべく必要な情報やトレーニ
ング、管理を提供します。

キーワーズの従業員全員の義務として、
自分と他者の福祉を適切に配慮し、他
者の安全を脅かす状況があれば適切な
監督者もしくはマネージャーに報告する
ことが求められます。
グループの求める基準に則り、従業員は
アルコールやその他の物質の影響下に
ある間、オフィスへの出社は禁じられま
す。この要件を守らなかった場合は、懲
戒手続きに従って懲戒処分として扱わ
れます。

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

職場での平等と尊厳

私たちは、業界における自らの役割を真摯に受け止め、この競争の激しい環境にお
いて優れた存在感を示すために尽力しています。当社グループは、いじめやハラスメ
ントのない環境を全従業員に提供するよう努めます。
私たちはお互いを尊重するという考えの元に活動し、全従業員に平等な機会を提供
することを強く推進していきます。
キーワーズは、平等な機会を提供する雇用主として、機会均等の労働環境を提供す
ることに全力で取り組みます。年齢、人種、宗教的信仰、性別、婚姻状況、家族状
況、性的指向、障害、または民族を理由に、求職者または既存の従業員が差別され
ることはありません。

モントリオール プライド

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

当社グループは、以下のことに尽
力します。:
• 選択、昇進、デベロップメント、評価は
個人の仕事における実績と能力に基づ
いて行います。
• 職場環境においては、セクシャルハラ
スメント、人種ハラスメントを含むあら
ゆるハラスメントや嫌がらせを認めま
せん。
• すべての従業員は公正に扱われます。
• あらゆる雇用条件と業務要件におい
て、機会均等に関する方針への取り組
みを反映します。
• 採用プロセスに関わるスタッフは誰も
が、該当する雇用機会均等法とキーワ
ーズの取り組みを理解するよう努めま
す。

マニラスタジオ
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イントロダクショ
ンとガイダンス

苦情処理プロセス

私たちの仲間

どの企業においても、従業員は自分の仕事、労働条件、または仕事上
の関係性について疑問や懸念を抱くことがあります。そうした疑問や
懸念事項が悪化して大きな問題になるのを防ぐことは、私たち全員に
とっての最善策です。キーワーズの苦情処理は、グループ全体のあら
ゆるレベルにおいて、出来る限り迅速かつ公平に問題に対処するメカ
ニズムを提供します。

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

個人情報

全キーワーディアンの人事記録は維持されます。当社グループが取得し、従業員の個人記録に保管
されている個人情報は機密情報として取り扱われます。当社グループは、雇用の一環としてかかる
情報を取集し、該当するデータ保護法に従って適切に取り扱います。
当社グループは、該当するデータ保護法に沿ったデータ処理に取り組み、一般データ保護規則
（GDPR）に基づくキーワーズプライバシーフレームワーク（Keywords Privacy Framework）
を作成しました。このフレームワークはその他のプライバシー関連規則を考慮して随時更新され、
あらゆるロケーションやサービスラインに適用されます。
会社による個人情報の合法的かつ正しい取り扱いは、業務を成功させ、クライアントとの間の信頼
を維持する上で非常に重要です。したがって、私たちは個人情報の合法的かつ正しい取り扱いを保
証することに努めます。
キーワーズは、クライアントや代理店に関するさまざまな情報を収集する必要があります。この情
報は、ビジネス関係を築いていく上で提供され、関係が続く間は必要に応じて更新されます。

キーワーズ社内には、専任の プライバシー専門家
がいます。個人データの処理に関する質問は、
privacy@keywordsstudios.com
にご連絡ください。
サンクトペテルブルグ スタジオ
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絡先の概要

私たちのビジネス倫理

贈収賄の防止

キーワーズは世界中あらゆる場所でのビジネス活動に
おいて、最高基準の倫理的行為と、誠実性を追求しま
す。キーワーズの従業員、エージェント、コンサルタン
ト、または当社に関わる個人や団体による、いかなる形
での贈収賄を認めません。

贈収賄の防止、発見、報告は全従業員の責務です。もし
誰かが、提案された、または既に行われた活動が贈収
賄もしくは不正行為の可能性があると気づいた場合、自
身のラインマネージャーに報告するか、当社グループの
告発保護（内部告発）規程に沿って報告する義務があ
ります。

国際取引

キーワーズは、輸出入管理法を含む、取引管理法およ
び規制を順守しています。輸出規制は、eメールの送信
やサーバーへのウェブアクセスを含む、多くの異なるタ
イプの国境を越えた情報のやり取りを管理します。

当社グループは、税務管理に対してバランスのとれたア
キーワーズは、この規程を実際に違反、または違反の疑 プローチを採用し、以下の項目に取り組んでいます。
贈収賄や汚職を防止、発見、報告することは全従業員
いがあるかどうかこの規程の趣旨を徹底的に調査しま
• 私たちは、事業を行う地域で適用されるすべての法
の責務です。上級管理職は、
マネジメントやビジネス遂 す。この規程に背いた従業員は、懲戒処分の対象とな
律、開示要件、規制を順守します。
行の結果として生じる贈収賄または汚職のリスクを防
り、最終的には解雇となる場合があります。
止、監視、および排除するための効果的な施策を実施
• 採用されたすべての税務ポジションは、税務申告で
する責任を負います。詳しくは、贈収賄および汚職防止 競争と国際取引
適切かつ公正に開示されます。
規程をご覧ください。
競争と独占禁止
• 私たちは世界各国で、関係する税務当局とはオープン
自由で公正な競争市場は万人に恩恵をもたらします。キ
キーワーズは、2018年のアイルランド刑事司法（汚職
で透明な関係を築いており、何か問題が発生した場
ーワーズは、事業を展開するすべての国で、公正かつ合
行為）法、1977年の米国外国不正行為防止法、2010
合は、オープンで建設的な形で、可能な限り早く解決
法的にビジネスを運営しています。私たちは、提供する
年の英国贈収賄防止法、および私たちがビジネスを行
するよう努めています。
う全ての国で適用される現地法を含む、贈収賄防止法 サービスの品質に基づく公正な競争を行い、不公正な
国際課税に関する一般的なルールとガイダンスは、反
を遵守します。贈収賄および/または汚職防止法の違反 競争を招くような行為は行いません。
脱税規程に記載されています。.
は、民事および刑事上の厳しい罰則につながる可能性
私たちは、反競争的な活動を禁止する現地法に準拠し
があります。この方針の重要性をよく理解しておくだけ た、価格固定、
マーケットの共有、競争相手との談合な
ではなく、日常業務においても遵守することが重要で
ど、競争やマーケットを制限する可能性のある活動には
す。
関与しません。マーケット情報は、公共のコミュニケー
ションとファイリング、業界調査、および顧客や競合他
社とのやり取りを通じて適切に収集されます。
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Keywords Studios plc
ビジネス行動規範 2020年

キーワーズスタジオ

Keywordians

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

2020年

Americas — 3800

Europe — 2200
Gateshead
Liverpool

Asia — 2800

Newcastle

Leamington Spa
St. Petersburg

London
Beijing

Berlin
Vancouver

Dublin (HQ)

Montreal

Dalian

Paris
Zhengzhou

Krakow

Ottawa

Seattle

Volgograd

The Hague
Quebec City

Tokyo

Kunshan

Katowice
Raleigh
Portland

New Delhi

Milan
Orlando

Los Angeles

Shanghai

Chengdu

Saint Jerome

Madrid
Manila
Rome

Austin

Mexico City

Barcelona

Pune

Hamburg
Rio de Janeiro

Singapore

Art Services
Game Development
Audio Services
Functionality QA
Localization
Localization QA
Player Support

Taipei

São Paulo

Yogyakarta
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Keywords Studios plc
ビジネス行動規範 2020年

イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

正確な帳簿と記録

ロンドン証券取引市場による、企業のた
めの代替投資市場（AIM）規則と、適用
される会計原則や基準に従い、当社グル
ープはビジネスに関する全ての情報を正
確に、かつ誠実に記録し報告します。こう
した記録や報告には、年次報告書、月次
管理勘定、売上高、契約、個人の経費請
求、および健康や安全などの非財務情報
が含まれます。

ブライトンスタジオ

グループの財務記録は、経営陣、取締
役、投資家、一般の人々が当社の事業に
関して十分な情報に基づいた判断をす
るために信頼され得るものであり、規制
当局や政府当局にも提供される場合が
あります。私たちは、適用されるすべて
の法律、規制、および会計基準を遵守せ

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

ねばなりません。また、作成する財務情
報は、ビジネス上での真実かつ公正な見
解を提供し、偏りがなく理解が可能であ
り、誤解を招かないものである必要があ
ります。
キーワーディアンは誰もが、キーワーズの
お金が適切に使われ、財務記録が完全
かつ正確であり、内部統制が守られるよ
う確認する役割を担っています。これは、
ベンダーを雇う、何かを購入する、タイム
シートに入力する、新しいビジネスの契
約を取り交わす、または会社に代わって
取引を行うたびに関わってきます。
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ビジネス行動規範 2020年

イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

クライアントの機密と知的財産

世界のトップゲームデベロッパーのほとんどが私たちのクライアントであるのは幸運
なことです。こうした企業は、最高レベルのサービスと機密保持を求めています。
私たちのカルチャーの中核にあるのは、品質、信頼性、そしてクライアントのプロセ
スとの一体化を追求し、長期的な関係を築くことです。
私たちのビジネスは、クライアントへの専門サービスの提供であり、どのよう
な場合でも、クライアントのIP（知的財産）および機密情報の保護は最優先事
項です。そのため、私たちは多くのセキュリティ対策を講じています。ただ
し、最も重要なことは、キーワーディアンの誰もが署名をしている機密保持契
約に従い、プロジェクトのチーム外の人に対し自分が関わるプロジェクトにつ
いて話すことなく、当社グループとクライアントが私たち一人一人に向ける信
頼に報いることです。

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

情報セキュリティ

キーワーズが効率的に運営、成長していくには、安全な
環境を確保することが重要です。キーワーディアンは誰も
が、以下のステップに従いキーワーズのシステムと情報を
守る責任があります。
• 仕事に関連するアカウントとパスワードを保護し、セキュ
リティカードを安全に保ち、不正なユーザーに使用され
る、またはアクセスされることが決してないようにしてく
ださい。
• コンピュータから離れるときは、必ずシステムをロックし
てください。あなたにはそのアイデンティティの下で実行
される活動に責任があります。
• メールや電話を受信する際には注意し、リクエストの信
憑性に疑問を持ってください。最近、詐欺師はこうした
媒体を多用しています。不明な場合は、別の方法で情報
を検証してください。

キーワーズの情報セキュリティ規程と体制について
さらに知りたい場合は、グローバル情報セキュリティ
チームにお問い合わせください。
infosec@keywordsstudios.com

• 会社のセキュリティ管理（アンチウイルス、ファイアウォ
ールなど）が有効になっており、使う機器に最新のセキ
ュリティパッチが適用されていることを必ず確認してく
ださい。セキュリティを低下させるための制限の変更は
認められていません。異常の際には迅速に報告してくだ
さい。
タイムリーかつ正確な報告は、会社が長期的な損害を被
ることを防ぐための重要な手段です。セキュリティ問題の
疑いがある場合は、ヘルプデスクにご連絡ください。そこ
を経由してセキュリティチームに情報が共有されます。
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Keywords Studios plc
ビジネス行動規範 2020年

イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

キーワーズに加わった企業

私たちは非常に活発なM&A活動を展開
しています。取得先の企業には厳しい基
準を設けている一方、カルチャーフィッ
トを最も重要視しており、通常、カルチ
ャーが合わないと感じた場合、ターゲッ
トとなる企業との話し合いを進めませ
ん。取得を目指す際は、デューデリジェ
ンスフェーズの後に、対象企業に合わせ
て調整した統合プロセスと詳細な統合計
画が、実際の担当者によって用意されま
す。これは新しいスタジオ、そして何よ
り新しいメンバーが新しい環境にスムー
ズに溶け込めるようにするためのもの
で、新しい人々が一日目から自分はキー
ワーズファミリーの一員なのだと実感
し、グループの規程を受け入れられるよ
うにすることを目的にしています。

キーワーズのマップに新たなスタジオを追加

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

私たちのコミュニティ

環境ステートメント

キーワーズは、環境への影響を最小限に
抑えることを目指しています。ビデオゲ
ーム業界は、
「削減が難しい」セクター
と比べると二酸化炭素排出量が比較的少
なく、最も考慮すべきはエネルギー消費
と出張となります。持続可能性は、キー
ワーズの全地域の全スタジオに当てはま
ることであり、中核となる課題です。ス
タジオレベルでの取り組みとしては、エ
ネルギー使用量を最小限に抑え、無駄を
減 らしてリサイクルを促進し、最も効率
的なコミュニケーションおよびコラボレ
ーションツールを使用することで不必要
な出張の削減を促しています。海外出張
の際にはエコノミークラスを利用し、可
能な場合は公共交通機関の利用を奨励し
ています。

コミュニティ/慈善活動への
関与

キーワーズは、各地のスタジオを通じて
コミュニティへの関与と慈善活動への支
援を奨励しています。私たちは、世界各
地のローカルチームが集めた寄付そして
マッチングファンドをコミュニティへの
働きかけ活動やチャリティ基金に提供
することで、地域社会の一員として慈善
活動をさらに支援していきたいと考えて
います。
このことが、私たちの職場環境、幸福、
ゲーム業界の非営利プログラム、教育活
動、コミュニティへの働きかけといった
分野にポジティブな影響を与えていくで
しょう。

政治的関与

私たちは、ビジネスの必要性に応じて各
地域の業界団体に属しています。メンバ
ーシップは透明性があり、会議では議事
録がとられ、会社や顧客の機密情報が議
論されることはありません。各地域の業
界団体への参加には、理事会のメンバー
グループの見解や懸念を政策立案者に公
シップが含まれる場合があります。
然と伝えることを目的とした、適切なロビ
ー活動の場があります。そのような活動
が行われる場合には、現地法および規制
に則り、グループ代表としての権限を与え
られた担当者によってのみ行われます。
外観上の不適切性を回避し、利益相反
を防止するために、キーワーズは会社
として政治家、政党、政党委員会に対
し企業政治献金（金銭的もしくは現物
支給）を行うことはしません。
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ビジネス行動規範 2020年

イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

人権と現代奴隷制度

キーワーズは、ビジネスのいかなる部分においても、現代奴隷制や人身売買を認めま
せん。私たちは、国際人権法案、国連のビジネスと人権に関する指導原則、国際労
働機関の労働における基本的原則と権利に関する宣言、子どもの権利とビジネス原
則を含む国際基準と原則に従って活動しています。
キーワーズおよびその子会社または関係会社は、グローバルでの責任を認識し、自
社のビジネスおよびサプライチェーン内から現代の奴隷制および人身売買の行為を
排除することに尽力します。キーワーズは、現代奴隷法に基づく責務を認識し、組織
内での透明性を確保し、この法に対する一貫した認識が持つことを徹底します。
私たちの現代奴隷に関する規程に記されている通り、キーワーズは、サプライチェ
ーン内の全従業員とエージェントが、いかなる形でも強制労働、拘束労働、人身
売買の対象にならないようにあらゆる合理的な努力をします。私たちの組織内また
は（私たちの把握する限りにおいて）サプライチェーン内で、奴隷制と人身売買が
起こらないようにするため、適切なリソースが用意されます。
リスクを特定して軽減するためのデューデリジェンスの一環として、サプライチェーン
とリソースプロバイダーを査定します。認定されたサプライヤーは、キーワーズに
サービスを提供する際に、次の項目を含むサプライヤーの行動規範を遵守する必
要 があります。
• 強制労働
• ドキュメントの維持
• 人道的な扱い
• 労働者の平等、
• 行動の自由と個人的自由
ダブリン本社

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

責任あるゲーミング

安全でポジティブなゲーム環境の提供は、ビデオゲーム業界で最も優
先されることであり、その行動としては、脆弱なプレイヤーの保護およ
び支援、オンラインコミュニティでの悪意のある行動の防止、未成年
者とその家族の保護、ゲーム依存症の軽減、個人データの保護などが
挙げられます。

私たちのプレイヤーサポートサービスラインでは、クライアントへのサ
ービスの中に、安全で快適な環境を保証するために以下のソリューシ
ョンを取り入れています：
• 従業員がどのような状況においても個人情報を適切に取り扱い、
プレイヤーからのプライバシーに関連した問い合わせに対して支援
できるよう、従業員に対しGDPRとカリフォルニア州消費者保護法
（CCPA）のトレーニングを必須で行います。
• ゲームとそのプレイヤーベースに精通している従業員によるオンラ
インコミュニティの監視と管理を行い、有害な行動を防止し、不正行
為を報告します。
• 13歳未満の未成年者に向けたタイトルには、児童へのオンラインプ
ライバシー保護のルール（COPPA）を施行します。
• 毎日、24時間対応可能な経験豊富なチームによって現実世界での
脅迫/緊急事態に対応し、必要に応じて
• ユーザーが作成したコンテンツを管理し、不適切なコンテンツを削
除します。

シンガポールスタジオ
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私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

私たちの組織

ダブリンスタジオ

ロンドンスタジオ

会社の資産

キーワーズの会社の資産はビジネスで使用するために
提供されており、無駄や乱用を防ぐ必要があります。会
社の資産には、私たちが働いているスタジオ、私たちが
代表するブランド、私たちをつなぐテクノロジー、私たち
が交換するアイデア、私たちが関わる知的財産、仕事上
で使用するデバイスが含まれます。
ノートパソコンや携帯電話などの会社のデバイスは、キ
ーワーズの所有物です。会社は、ビジネスの目的を確認
するためにメッセージとデータを監視する権利を保持し
ます。従業員は、eメールと会社のデバイスに関する利
用規程を確認できます。
一般に、外部へのコミュニケーションでは、キーワーズ
の評判と公でのイメージを配慮する必要があります。冒
とく的、わいせつもしくは侮辱的な発言はしないでくだ
さい。法的問題が発生する可能性があります。同様に、
職場の規程にある尊厳を維持すべく、扇動的・中傷的な
言動、 嫌がらせ、悪影響を及ぼすコミュニケーション、
スパミング、フレーミングは禁止します。

ニューデリースタジオ

メキシコシティ―スタジオ

クライアントを含む第三者が明確に所有する資料を除
き、キーワーズは、システムに保存されている、またはシ
ステムを通過するすべてのビジネス情報の法的所有者
です。
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イントロダクショ
ンとガイダンス

私たちの仲間

私たちのビジネス倫理

私たちのコミュニティ

テクノロジーとソーシャルメディア

テンツと情報が適切で、従業員のプロフェッショナル
としてのキャリアを表現する上で相応しいのかを確認
キーワーズは、急速に成長する、インタラクティブテク することが重要です。全従業員は、いかなるソーシャ
ノロジーの最前線ともいえる業界でビジネスを行って
ルメディア上においても、キーワーズ、その従業員、
います。ビデオゲームのグローバルマーケットは急速に またはクライアントに悪影響を及ぼす可能性のある情
変化し、絶えず進化し続けています。新しいゲームプラ 報を公開することは禁止されています。キーワーズや
ットフォーム、ジャンル、収益化モデル、流通チャネル、 そのクライアントに関する機密情報は、決してオンラ
そして視聴者は増え続けています。さらにそれだけでな イン上に投稿しないでください。
く、あらゆる種類のコンテンツプロバイダーが、より印
従業員は責任あるコミュニケーションを行い、ソーシャ
象的で魅力的なコンテンツの作成を目指しています。
ルメディア規程に定められたルールを遵守する必要が
私たちは、最新の技術とビッグデータの専門知識の活
あります。規程に従わなかった場合は、キーワーズの懲
用に可能性を見出しています。クライアントに対しプレ 戒手続きに則り対処がなされます。
イヤーの行動をより良く理解し、何かしらの影響を与え
ることができるためのサービスを提供することで、クラ 自制に努め、オンライン上での活動が仕事のパフォーマ
イアントはコスト面で効率良くプレイヤーを引き寄せ、 ンスの妨げにならないようにすることは、従業員の責務
長期的で収益のあるプレイヤーとして留まってもらう一 です。
方で、調整を細かく行い、プレイヤーのゲーム体験の向 コミュニティ管理
上をすることができます。人工知能と機械学習をビデオ 時に私たちは、当社のプレイヤーサポートサービスライ
ゲーム空間に適用することは興味深く、こうした機会の ン、またはゲームデベロップメントサービスライン内のラ
多くは一般的な分野にあるのです。
イブオペレーションチームを通じて、ソーシャルメディア
キーワーズはハードウェアに依存することがありませ
ん。むしろ、制作、
マーケティング、およびライブでの運
用におけるコンテンツのサポートが私たちのサービス内
容です。
ソーシャルメディア規定

ソーシャルメディアを使用するとき、従業員は個人とし
ての自分だけではなく、キーワーズのスポークスマンと
なっています。したがって、ソーシャルネットワーキング
上のプロファイル、公開または共有されるすべてのコン

上でクライアントのスポークスマンとしての役割を果た
すことがあります。私たちはそうしたコミュニティに欠
かせないメンバーとなり、オーディエンスの声を反映し、
そこでの議論に積極的に参加しています。私たちの目的
は、有益な知見と魅力的なコンテンツを共有すること
で、尊敬と信頼を得ることです。オーディエンスがふざ
けた感じが好きであればふざけ、オーディエンスがきち
んとした形を好むのであればきちんとする、といった対
応を使い分けましょう… 私たちのゲーマーとしての魂
を輝かせながら。

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要

私たちは分別があり、親しみやすく、会話的なトーン
を使用します。ソーシャルメディアのアカウントを宣
伝用のメガホンのように扱うことはせず、
マーケティ
ング目的のためだけに使うことはしません。私たちが
大切にしているのはオーディエンスであり、彼らが愛
するものの共有に努めます。私たちはいつでも、素早
く、正直に、透明性をもって応えます。

東京スタジオ
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詐欺とマネーロンダリングの防止

キーワーズは、詐欺や盗難を認めません。キーワーディアンは誰もが
（さらに商業上またはビジネス上会社と取引のある第三者）この規範
にあるキーワーズの法的また倫理的基準に則り、当社グループにおけ
る、もしくは当社グループのための仕事において、高水準での正直さと
誠実さを体現するよう求められます。
スタジオのマネジメントは、潜在的な詐欺や盗難のリスクが適切に特
定、監視、軽減されるよう十分な管理体制を構築し維持する必要があ
ります。キーワーズでは、不正行為規程とガイドラインに記載の通り、
実際に起きた詐欺や盗難、またはその疑いがある場合は全て、適切な
手段を通じて報告されねばなりません。
マネーロンダリングとは、不正に取得されたお金の出所を隠し、資金
を一連の送金取引にかけることで、正当に取得されたものに見せかけ
るという違法なプロセスです。
キーワーズやそのグループ企業は、
マネーロンダリングや違法の財務
活動にも関与または支援を行いません。不審な取引の可能性がある
場合には、適切に上位レベルへ報告をし、必要に応じて関係当局への
報告をします。キーワーズは、資金の受け取り方法や送金方法に留意
する必要があります。キーワーズは、合法的なビジネスパートナーとの
み取引を行う責任があります。

メキシコシティースタジオ
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外部コミュニケーション

キーワーズは、アナウンスや対面でのコ
ンタクトを通じて、投資家と定期的にコ
ミュニケーションをとるようあらゆる努
力をします。上場企業として、価格に影響
する情報は誰よりも前に、株式市場に公
表されることを保証しなければなりませ
ん。また、一般市民やその他のステーク
ホルダーとのコミュニケーションにおい
て一貫性を保ち、正確性を期すことで、
会社としての評判を守ることも重要で
す。CEO、CFO、IR、または特別に権限
を与えられた従業員のみが、投資家やア
ナリスト、メディア、公共機関、政府/規制
機関からの問い合わせに対応することが
できます。

当社グループの評判に影響を与える可
能性があるような、当社の財務実績、買
収、主要な新規契約や戦略計画に関連し
た（メディアへの）あらゆるコミュニケー
ションは、CEO、CFO、IRまたは外部の
PRエージェンシーによってのみ対応がな
されます。

こうした対応を指示されていない従業員は
以下の問い合わせ先を伝えてください。
investors@keywordsstudios.com

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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贈与と接待

キーワーズでは、出張規程に記載の通り、承認されてい
る出張や移動、宿泊、またはその他のビジネスにおいて
職務遂行のためとして完全、限定的、必然的に発生した
経費に対し、日当での支給もしくは払い戻しをします。
贈与や接待に関しては、それが適切で相応の額であり、
適切に記録され、適切なレベルのキーワーズのマネジメ
ントが承認した場合にのみ認められます。過剰な贈与
や接待は、意思決定者に不適切な影響を与える目的で
行われかねません。
また、クライアントからの贈与や好意を受け取ること
は、受け手に一定の義務感が発生し、結果として公平
性が損なわれるという主張を招きかねません。したが
って、原則として、そうした贈与や好意が些細なもの
であり、一般的に他の人も入手・利用できるものでな
い限り、
マネージャーからの事前の承認なしに受け入
れることを禁じます。
詳細については、贈収賄と不正防止規程を参照してく
ださい。

オーランドスタジオ

私たちのコミュニティ

私たちの組織

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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株式とインサイダー取引
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私たちの組織

株式取引規範および株式取引規則を遵
守する必要のある人は、CFO / グループ
ファイナンスディレクター、またはその代
理人から通知を受け、キーワーズの株式
取引規範の理解および遵守を承認する
必要があります。キーワーズのインサイダ
ーリストに名がある人は誰でも、キーワ
ーズの株（または、取引先や買収先など
の内部情報を所有している他の会社の
キーワーズグループに代わって行動する 仕事を通じて、私たちはキーワーズや会
有価証券）を取引する前に、株式取引規
前に、私たちは、個人的な利益がビジネ 社の株価に影響を与える可能性のある内
範に従う旨の同意が必要です。内部情報
ス上の決定に関わる可能性がある潜在
部情報を知り、
「インサイダー」になりえ
は、グループの内外を問わず、他の人に伝
的な利益相反を認識し、回避せねばなり る可能性があります。こうした立場に置
えてはいけません。キーワーズのインサイ
ません。相反が発生しそうに見えただけ かれる人たちには特別なルールが適用さ
ダーリストのメンバーと密に関係する人に
でも、グループとしての評判を損なう可
れます。また、いかなる時も、個人の経済
も同様の制限が課せられます。
能性があります。
的利益のために、非公開で価格に影響
する情報を使用してはなりません。キー
家族や親しい友人が関わる意思決定、キ
ワーズの実績が発表されるまでの期間に
ーワーズとのビジネス関係、キーワーズ
は、さらなる取引制限が適用されます。
の競合他社やビジネスパートナーとの利
害関係といった、外部との利害関係はマ
ネージャーに開示する必要があります。
外部との利害関係が潜在的な矛盾をは
らむ場合には、何かしらの行動を取る前
にRMD、COOまたはCFOに承認を求
め、推奨事項または制限事項に従ってく
ださい。
キーワーズにとって正しいことを行うこと
が重要です。これはつまり、あなたの個
人的な利益とキーワーズの利益との間に
対立を生み出す、またはそう見えるよう
な状況を回避することを意味します。仕
事において私たちが行う決定は全て、客
観的で、キーワーズの利益を念頭に置い
て行う必要があります。

キーワーズの有価証券/株式は、上場企
業として、2013年7月にロンドン証券取
引所のAIMに上場し、当社グループとそ
の従業員、ディレクターとシェアホルダ
ーは市場乱用規制(EUの規制596/2014
「MAR」)、AIM企業規則とキーワーズ
の株取引に関する規範と株取引ルールの
対象となりました。

個人の誠実性

ポリシーと主要な連
絡先の概要
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規程と主要な連絡先の概要

キーワーズのグループドメインをもつスタジオには、規程にアクセスできるリンクをご案内します。

他のスタジオの従業員の方は、
マネージャーもしくは地域の人事チームから最新の規程を入手してください。
主要な規程

主要な連絡先

参照ページ

告発保護（内部告発）規程

告発保護マネージャー — ジェリー・クリアリー
• gcleary@keywordsstudios.com
• +353 86 230 4201
• Keywords Studios, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18,
D18 T9P8
内部監査部長 — アイスリング・ハンリー
• ahanley@keywordsstudios.com
監査委員会委員長 — シャーロッタ・ギンマン
• Charlotta@horrell.london

イントロダクション

従業員ハンドブック – 以下を含む：
• 安全衛生方針
• 職場での尊厳規程
• 機会均等方針
• ソーシャルメディア規程

地域の人事チーム

私たちの仲間 8-10ページ
• 私たちの仲間 8ページ
• 私たちの仲間 9ページ
• 私たちの仲間 9ページ
• 私たちの組織 20ページ

苦情処理規程

ラインマネージャーおよび/またはローカルHRマネージャー

私たちの仲間

10ページ

データ保護規程

privacy@keywordsstudios.com

私たちの仲間

10ページ

贈収賄および汚職防止規程：
• 贈与と接待

ラインマネージャーもしくはCEO

私たちのビジネス倫理 11ページ
• 個人の尊厳 23ページ

7ページ
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主要な規程

主要な連絡先

参照ページ

脱税防止規程

CFO — ジョン・ハウック

私たちのビジネス倫理

11ページ

データ保持規程

privacy@keywordsstudios.com

私たちのビジネス倫理

14ページ

以下を含む情報セキュリティ規程：
• 利用規程
• セキュリティガバナンス規程
• インシデント管理規程
• 事業継続規程
• データ流出対策規程
• ITセキュリティ規程

infosec@keywordsstudios.com

私たちのビジネス倫理

14ページ

現代奴隷に関する規程

部門のラインマネージャーまたはHRディレクター

私たちのコミュニティ17ページ
私たちのコミュニティ17ページ

株取引に関する規範

CFO — ジョン・ハウックおよび / またはグループリーガルカウンシル
ドリュー・ケネディ

サプライヤー行動規範

アン
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