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The H&M Way

 – 毎日、私達の価値観とガイドラインに従って行動する
The H&M way

ことです。「The H&M way」のビジネスとは、倫理に適うよう、
誠実に、責任を持ってビジネスを行うということです。私達は、
サプライヤーやその他のビジネスパートナーにも同じ行動を取る
よう、継続的に働きかけています。この文書に書かれていること
は、H&Mで働く私達ならすでによく分かっていることですが、
私達全員がH&Mのアンバサダーである以上、私は価値観とガイ
ドラインの重要性をここで改めて強調したいと思います。私達が
どのように行動するかを考えるとき、常にその出発点となるのが
価値観とガイドラインだからです。それらに従って日々行動する
こと。それが私達のビジネスと長期的な成功の基本となります。

カール・ヨハン・パーション／ Karl-Johan Persson
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H&Mは堅固な基盤の上に築かれています。私達
のビジネスコンセプト「ファッションとクオリティ
を最良の価格で」は私達の価値観（バリュー）と
同じく明確です。私達の価値観は個人に対する

基本的な敬意に基づいたものであり、その1つがスタッフへの確
固たる信頼です。チームワーク、シンプルさ、起業家精神、コスト
コンシャス、率直かつオープンマインド、確かな進歩への飽くな
き努力。これらもまた、私達が共有している価値観です。これら
の価値観は「H&Mスピリット」を言葉で表したものであり、私の
祖父アーリング・パーションが1947年にH&Mを創業した時に礎 
（いしずえ）となった価値観と全く同じものです。
 
今日のH&Mは、何百万というカスタマーのために数万人のス
タッフが働くグローバル企業へと成長を遂げました。バックグ
ラウンドや国籍は多種多様ですが、それにもかかわらず、私達
は、H&Mスピリットと、そしてカスタマーにベストプライスなファ
ッション――ファッションとクオリティと価格の最良の組み合わせ 
――を提供したいという熱い思いで1つに結ばれています。
 
H&Mは世界各地の多くの市場に展開しており、急速に拡大を遂
げる中、毎日新しいスタッフを採用しています。この目覚ましい拡
大期には、これまで以上にスタッフの力が私達の成功にとって重
要になっています。私達は日々、ビジネスを行い、私達を取り巻く
社会と交流する中、どのように行動し、スタッフ同士やカスタマ
ー、サプライヤー、その他のステークホルダーをどのように扱うか
によって社会から評価を受けます。
 
このような背景において極めて重要になるのが、H&M内での役
割にかかわらず、私達全員が常に私達の価値観とガイドライン
に従って行動し、すべての行動についてH&Mの良き模範となる

この文書は、H&M、H&M Home、COS、Monki、Weekday、Cheap Monday、& Other StoriesといったH&Mグループ内のすべてのブランドに適用されます。
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私達はカスタマーを中心に発想し、クリエイティブで責任感ある、価値観主導型の 
ファッション企業です。私達にとって、ファッション、楽しさ、行動はなくてはならない 

ものです。私達の特徴を言い表す言葉は「The H&M way」。この言葉は、 
H&Mの核心に反映される私達の文化、価値観、ガイドラインを示しています。

「The H&M way」が、私達が何者なのか、私達が何を行うのか、そしてそれを 
どのように行うのかを定義します。これは一種の枠組みのようなもので、 

これを通して、私達は引き続き業績を維持し、力を合わせて働き、 
新しい人材の成長を促進することができるのです。

私達は「ファッションとクオリティを最良の価格で」
というビジネスコンセプトをすべての人に届け、 

そしてそれを今日、明日、将来にわたって 
サステイナブル（持続可能）な方法で行います。

私達の本質

私達が行うこと
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H&Mの沿革
– ファッションへの尽きることのない情熱

1947年
アーリング・パーションがスウェーデン、ヴェステロースに 
婦人服店「Hennes」をオープンし、H&Mのストーリーが始まる。

1960年代
初のスウェーデン国外店舗をノルウェーにオープン。1968年、 
アーリング・パーションが狩猟用具店「Mauritz Widforss」を 
買収し、社名をHennes & Mauritzに変更。この店では紳士服
も取り扱っており、紳士服と子ども服の販売を開始。

1970年代
H&Mがストックホルム証券取引所に上場。北欧地域外の初の 
店舗をロンドンにオープン。

1980年代–1990年代
グローバルな店舗拡大が本格化。ドイツ、オランダ、ベルギー、 
オーストリア、ルクセンブルク、フィンランド、フランスなどの 
新市場の進出。

2000年代
2000年にアメリカとスペインに出店。
その後数年間で、さらに多くのヨーロッパ市場に進出し、アジア
にも出店。

2004年
Karl Lagerfeldとのコレクションを皮切りに、デザイナーコラボ
レーションをスタート。それに続き、多くのコラボレーションを 
行う。1,000号店がフランス、リール近郊のブローニュ・シュル・
メールにオープン。

2006年
H&Mのオンライン販売が本格的に拡大。

2007–2008年
新ブランドがH&Mグループに加わる。2007年、グローバルな 
非営利財団「H&M Conscious Foundation」が設立される。
同じく2007年には、「COS」が新ブランドとしてスタート。2008年 
には、「Weekday」「Monki」「Cheap Monday」のブランドを
展開するファッション企業Fabric Scandinavien ABを買収。

2010年
よりサステイナブルな素材のアイテムで構成される、初の
Conscious Collectionが発売される。
大阪に2,000号店がオープン。

2011年
全スタッフを対象とするH&M Incentive Programがスタート。

2013年
新ブランド「& Other Stories」とアメリカのH&Mオンラインストア 
がスタート。中国、成都に3,000号店がオープン。

これから…
私達のエキサイティングな旅は続いていく。H&Mは、新市場、 
新コンセプト、新たなイノベーション、そして果てることのない 
ファッションへの愛と共に進化を遂げていく。

「ファッションとクオリティを最良の価格で」カスタマーに提供すること。1947年に創業者アーリング・パーションが
「Hennes」1号店をオープンして以来いつも変わらず、これがH&Mの基本となっています。
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「The H&M way」の核心にあるのが、私達の価値観。これらの価値観が、ポリシーとガイドラインと共に、 
日常業務における私達の行動の指針となっています。私達の価値観は「H&Mスピリット」と呼ばれています。

これらの価値観によって、意思決定までのプロセスが短く、全員が速いペースで協力して働き、誰もがお互いの知識と能力に頼ることができる職場が実現されます。 
価値観の1つずつはごく当たり前のように見えるかもしれませんが、これらを総合することで、他の企業にはない独特の文化が形づくられています。 

私達の価値観である「H&Mスピリット」は、毎日の仕事の中で利用でき、私達に力を与えてくれる支えと言えます。

私達の価値観 – H&Mスピリット

…私達の行動のすべてにおいて、サステイナビティは 
自然な一部となっています。

人を大切にする

ひとつのチーム

確かな進歩

率直かつオープンマインド

起業家精神

いつもシンプルに

コストコンシャス
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私達の協力の仕方

すべての人を認める職場
人材こそが成功の鍵。私達はすべての人を認める職場を保つため
に力を尽くします。人権が認められ、お互いに誠意と敬意、謙虚
さと品位をもって対応する、そんな職場です。私達はダイバーシテ
ィ（多様性）と平等を推進すると同時に、いかなる種類の差別も 
ハラスメントも決して容認しません。H&Mは、事業展開国で適用
されるすべての労働雇用法の遵守に熱心に取り組みます。

チームで働き、模範を示してリードする
チームワークはH&Mに不可欠なものであり、企業文化の一部です。
私達は常に私達の価値観を原動力とし、模範を示してリードします。
私達のリーダーはいつでも、行うことのすべてにおいて模範として
手本を示します。H&Mにおけるリーダーシップの中心となるのは、
インスピレーション、デリゲーション（権限の移譲）、フィードバック、
モチベーションです。

あなたの成長が私達の成長
楽しく、クリエイティブで、変化に富んだ職場を確保することで、 
私達皆が一緒に成長します。社内採用やジョブ・ローテーションを
通して、素晴らしい機会が提供されます。1人ひとりが才能豊かな
人材であり、H&Mをより良いものにしているのです。

職場の健康と安全
私達は、事業の全域において、快適でサステイナブルな職場環境
を維持したいと考えています。スタッフであるあなたにとって安
全な職場を確保することも、その一環です。H&Mは、スタッフの 
長期的な安全と健康を守るための予防対策を講じます。私達は、 
事故や安全でない職場環境をマネージャーに報告するよう、 
スタッフに奨励しています。

私達は共通の価値観がエネルギーを生み出し、献身的な姿勢を引き出すと考えています。楽しく、クリエイティブで、 
変化に富んだ職場にはチームワークが不可欠。そんな職場を確保することで、皆が一緒に成長していくのです。 

H&Mで働くすべてのスタッフが会社のアンバサダー。だからこそ、社内外における私達の行動と発言が重要なのです。
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チームワークは 
H&Mに不可欠な 

ものであり、 
企業文化の一部 

オープンドアポリシーを活用
H&Mは、すべてのスタッフ間のオープンで率直なコミュニケー 
ションが尊重される職場を作ります。私達のコア・バリューの1つ
が「率直であること」。オープンドアポリシーは、仕事関連の問題
について、マネージャーと直接話し合う機会をすべてのスタッフに
認めています。

エンプロイー・リレーションズ
私達は、あらゆる意味で良き雇用主であること、そして公平な 
協力関係において働くことが大切だと考えています。スタッフが 
組合を結成・参加する権利を尊重します。また、スタッフと、そして
スタッフを代表する団体や労働組合と建設的な関係を構築する 
ことを大切にします。

あらゆる活動にサステイナビリティを追求
サステイナビリティはビジネス上の理に適ったものであり、私達の 
活動すべてにおいて不可欠な要素です。これは、H&Mで働く
すべてのスタッフの共同責任です。1人ひとりの努力が成果に 
つながります。

倫理を大切にし、いかなる腐敗も容認しない
私達には優れた倫理的指針があり、いかなる形態の収賄も腐敗
も断固容認しません。このことは、腐敗防止プログラムと倫理規
定に明記されています。

機密情報と会社資産の保護を含め、プライバシーを尊重
H&Mに関する情報は重要な資産であり、競争上の強みとなる 
ものです。従って、会社に関する機密情報を守ることが欠かせ 
ません。これには、契約から価格情報、店舗拡大の予定から 
マーケティングプラン、財務情報から個人情報まで、あらゆる 
情報が含まれます。つまり、スタッフとカスタマー両者に関する 
データを守り、すべての人のプライバシーを尊重します。
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– H&Mのビジネスガイドライン*

外部関係者 
との対応方法

カスタマーに対して
常にカスタマーに「ファッションとクオリティを最良の価格で」 
提供することに力を尽くす
デザインプロセスからショッピング体験に至るまで、私達は常に
カスタマーを中心に発想します。カスタマーのニーズを理解し、 
それに応えることが、私達のすべての活動の核心にあります。 
私達はクオリティを重視したファッションをすべての人に提供
します。H&Mでのショッピングでは一番のお得な商品を手に 
入れていると、カスタマーに確信していただくことを目指します。

カスタマーは私達の友達
ストアやオンラインでカスタマーとやり取りをするたび、私達は 
カスタマーのH&M体験の中で重要な役割を演じています。 
いつでもフレンドリーかつ礼儀正しくカスタマーに対応するのは
当然のことです。カスタマーにお手伝いを頼まれたら、その時に 
している仕事が何であれ、最良のサービスを提供できるよう 
努力します。

*ポリシーとガイドラインはグループ内のすべてにおいて適用されますが、現地／各国の法規制に従って調整が必要になる場合もあります。 ** 国際商工会議所の略。

毎日、私達は多様な状況で私達を取り巻く社会と交流しています。H&Mで働くスタッフは皆、 
毎日、H&Mを代表しており、私達の価値観とガイドラインを実践に移すことでそうしているのです。 

カスタマー、サプライヤー、ビジネスパートナー、その他のステークホルダーに対して 
「The H&M way」に沿った行動をすることで、私達は、ステークホルダーとのコミュニケーションを

開示性、客観性、アクセスのしやすさ、配慮を特徴とするものにできるのです。

クオリティの確かさが決め手となる、
コンシャスなファッションを提供
私達は、人権を尊重し、環境への悪影響を可能な限り最小限に
抑えた方法で、商品をデザイン、生産、輸送するために努力しま
す。私達の商品は、耐久性があり、使いやすく、造りと仕立てが良
く、有害な化学物質が使用されていないものでなければなりませ
ん。私達のカスタマーは知識を豊富に持っており、商品に最高の
デザインとクオリティを求めるだけではありません。使用される原
料からストアへの商品輸送によるカーボンフットプリントまでの、
サステイナビリティへの関心はますます高まっています。私達は
常にサステイナビリティの分野で先頭に立つことを目指しており、
サステイナビリティは、カスタマーへの提供内容の重要な一部と
なっています。

コンシャスなメッセージを共有
私達は、私達が行っているコンシャスな活動のすべてについて、
カスタマーに伝える情報を増やすことが大切だと考えています。
私達の活動のすべてにおいて、サステイナビリティは自然な一部
になっており、カスタマーにコンシャスなメッセージを伝える上
で、私達全員が役割を果たします。

マーケティングはストアへの招待状
私達は、カスタマーに到達できるよう、進化し続ける多様な外部 
メディアを駆使しています。中でもとりわけ重要なのが、店舗 
――特にウインドー――とオンラインストア。H&Mのマーケティ
ングは大きな影響力を持っており、モデルが私達のファッション
を魅力的で健康的に表現する、ポジティブなイメージを伝えるこ
とが極めて重要です。H&Mの広告イメージは、特定の理想像で
はなく、むしろ多様なスタイル、姿勢、民族的背景を伝えること
を目指しています。キャンペーンは、分かりやすくシンプルに創ら
れており、H&Mの新商品をカスタマーに伝えることを目的として
います。マーケティング活動はすべてショッピング体験の一部で 
あり、カスタマーが自身にふさわしいファッションアイテムを店舗
とオンラインで探せるよう誘導し、購買意欲をかき立てることを
目指しています。H&Mのマーケティング活動はICC**の広告ガイ
ドラインに従っています。
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ん。私達は、倫理規定に掲げられた目標が達成されるよう力を尽
くすことを決意しています。これは、H&Mとサプライヤー／ビジネ
スパートナーが事業を展開するすべての国における、H&Mのあ
らゆるビジネス取引に適用されます。H&Mは、倫理規定を確実
に遵守できるよう、スタッフだけではなくサプライヤー／ビジネス
パートナーにも、情報や指示、トレーニングを提供しています。

厳格な贈収賄禁止ポリシーも
私達は、あらゆる大きさ・価値の贈り物を含め、いかなる種類の
便宜も受けません。H&Mのポリシーはこのように明確であり、 
遵守しやすいため、主観的な判断が入る余地はありません。

常に法律に従う
私達は、適用される法的要件と関連する国際協定のすべてを 
遵守し、すべての活動がサステイナブルで倫理に適うものになる
よう努力します。

利害の対立を避ける
利害の対立は、個人の私的利益がH&Mの利益と競合、あるいは
衝突する場合に起きることがあります。従って、スタッフは、誠実

さが危うくなると考えられる状況やそうした現実の状況を避ける
べきです。オープンな環境を維持して、透明性ある行動を取り、
どんな種類の利害の対立でも、それがある場合にはスタッフ全員
が情報を提供できるよう努力することが極めて重要です。

サプライヤーとその他の
ビジネスパートナーに対して
H&Mは工場を所有するのではなく、アジアとヨーロッパを中心と
するサプライヤーから商品を仕入れています。私達は、H&Mの
行動規範や倫理規定、厳格な化学物質制限規定をサプライヤー 
が確実に遵守できるよう、彼らと緊密な協力体制を取っています。

サプライヤーとの長期的協力を大切に
私達は、取引関係を良好な状態に維持することが、リスクと利益
の共有を基本にした素晴らしい戦略的な提携関係へと成長する
可能性があると考えています。そのような提携関係がやがてはサ
ステイナブルな優れた業績に結びつくと信じています。

力を合わせて、サステイナビリティを目指す努力を
H&Mはすべての事業を経済、社会、環境の面でサステイナブル
な方法で運営していることを誇りにしています。私達は、すべての
サプライヤーとビジネスパートナーにも同様のことを期待してお
り、サプライチェーンの全域においてパートナーのサステイナブル
な事業運営を推進するための取り組みを行います。

すべての事業で人権を尊重
私達は自社の事業、サプライチェーン、そして事業を展開するすべ
ての地域社会において、人権を尊重するために力を注ぎます。人
権への悪影響を避ける努力をしており、人権の保護を推進する
ために私達の影響力を利用します。

腐敗を容認せず、常に誠実に行動する
すべてのサプライヤー、ステークホルダー、パートナーに対する行
動には、正直さ、誠実さ、公明正大さ、透明性が欠かせません。
私達はいかなる形態の腐敗も容認しておらず、スタッフとサプラ
イヤー／ビジネスパートナーは、腐敗防止のための強固な規範で
あるH&Mの倫理規定に力を尽くして取り組まなければなりませ
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その他のステークホルダーに対して

H&Mは多様なステークホルダーと密接かつオープンな関係を構築
することに力を注いでいます。これには、多様なステークホルダー
のニーズを満たせるよう、透明性ある情報提供などが含まれます。

ステークホルダーとの対話と協働
年間を通して、H&Mは、サプライヤーとその従業員や、H&Mを
取り巻くコミュニティ、NGO（非政府組織）、IGO（政府間組
織）、政策立案者、業界他社、株主などのステークホルダーグル
ープとの定期的な対話を維持するべく取り組んでいます。私達は
これを日常的に行っており、例えば、定期的なミーティングや専
門の調査、複数のステークホルダーが参加する取り組みへの積極
的な参加などがその手段となります。H&Mは、会社としても企業
市民としても業績をさらに向上させるため、ステークホルダーとの
協働を積極的に探究します。

長期的な高収益性が責任の遂行を可能に
長期的に高収益性を確保することはH&Mにとっても、株主にと
っても必要不可欠です。高い資力を維持することで、スタッフの
長期的な安定と安全が約束されます。利益を出し、健全な財務
状況にあるおかげで、私達は責任を遂行できるのです。

正確で、中立的かつ透明なコミュニケーション
H&Mは1974年以来、ストックホルム証券取引所に上場してお
り、株式市場とメディアとオープンな対話を行っています。私達
のコミュニケーションは、規定された法規制に従い、正確で、中
立的かつ透明性のあるものとなっています。私達は、NASDAQ 
OMXストックホルム証券取引所の定める情報規則を遵守してい
ます。また年に1度のサステイナビリティレポートを発表していま
す。GRI（グローバル・レポーティング・イニシアティブ）の「サス
テイナビリティ・レポーティング・ガイドライン」および「アパレル・
フットウェア部門向け補足文書」、ならびに国連グローバル・コン
パクトの原則を、サステイナビリティに関する報告の基礎として利
用しています。

公正な競争
H&Mは公正な競争の推進に熱心に取り組んでおり、H&Mの 
事業は開かれた市場環境において運営されています。

インサイダー取引
H&Mに関するインサイダー情報を持つスタッフは、インサイダー
取引に適用されるすべての規則に従って行動します。H&Mのイ
ンサイダー情報は非公開の情報であり、公開されれば、H&Mの
株価に大きな影響を与える可能性があります。

常に税制を遵守
H&Mは税制を遵守し、常に税務ポリシーの下で事業を行います。 
H&Mはしかるべき時期に税金を納めます。法人としての納税義
務を正確に判断できるよう、税務当局から要請があった場合に
は、遅滞なく適切な情報を提出します。H&Mの内部取引モデル
は、OECDの移転価格ガイドラインに従っています。

政治 
H&Mは個人の政治家あるいは政党に直接の献金を行いません。

H&M CONSCIOUS FOUNDATION － 
プラスの変化をもたらす
H&Mはバリューチェーンにおいてサステイナブルな変化をもた
らす取り組みを行っていますが、この他にH&M Conscious 
FoundationがH&M展開国における人 と々その地域社会の日
々の生活にプラスの変化をもたらすべく力を注いでいます。これ
は、グローバル・ローカル両方のレベルでの多様な団体と緊密
な協力体制を取って行われています。
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スタッフがH&Mの成功の鍵。そのことを私達は知っています。
感謝の気持ちを表わせるよう、H&Mは2011年にHIP – H&M 
Incentive Programを創設しました。

このプログラムは、スタッフの日々の献身と長期的勤務に報い
るためのもので、ステファン・パーション一族からの充分な寄付
金を基にスタートしました。スタッフはH&Mで5年間勤務する
と、H&Mグループによる利益増加分を分配され始めます。勤務
期間が延びるほど、受け取る利益も大きくなります。

この様なシンプルな制度で、すべての国のH&Mグループ内の全
員に対して、職位、給与、雇用契約形態を問わず、平等な仕組み
となっています。スタッフがHIPの配当金を受け取るのは62歳に
なってからですが、2021年からはH&Mグループでの勤務が10
年間になり次第、最初の配当金を受け取るという選択をすること
もできるようになります。

推定配当額の予測を含め、HIPに関する詳細は、hm.comまたは 
H&M Insideでご覧いただけます。

国によっては現地の法律により、条件や規則が異なる場合があります。

– H&Mで働くすべての人のために
HIP – H&M Incentive Program
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倫理規定

人権に関するポリシー

差別と平等に関するポリシー

ダイバーシティ（多様性）に関するポリシー

ハラスメントポリシー

セキュリティポリシー

苦情処理に関する手続き

アルコールおよび薬物に関するポリシー

内部告発ポリシー

行動規範

サステイナビリティポリシー

プロダクトポリシー

購入ポリシー

財務ポリシー

税務ポリシー

コミュニケーションポリシー

広告ポリシー

ポリシーとガイドラインは常に最新版にするために絶えず改訂されているため、 
上記ポリシーのいくつかも、時が経つうちに名称を含めて変更になるかも 
しれません。

ポリシーとガイドラインはグループ内のすべてにおいて適用されますが、 
現地／各国の法規制に従って調整が必要になる場合もあります。

この文書に対応する規範とポリシーの一部


