IDEX Supplier Code of Conduct

IDEX サプライヤー行動規程

This Supplier Code of Conduct applies to all
suppliers of products, services or technology to
IDEX Corporation and its subsidiaries and affiliated
entities.

本サプライヤー行動規程は、IDEX 社ならびにその子会社
および関連会社の製品、サービスまたは技術のサプライ

While IDEX recognizes that there are a variety of
legal and cultural environments in which its
suppliers operate, IDEX has certain minimum
behavioral expectations and requirements for all
suppliers as set forth in this Supplier Code of
Conduct. These behavioral expectations and
requirements are consistent with the behavioral
expectations and requirements that IDEX has for
its own Units.

ヤーすべてに対して適用されます。
IDEX 社は、そのサプライヤーの活動する法的および文化
的環境は様々であることを認識していますが、本行動規程
に規定されている通り、IDEX 社は、すべてのサプライヤー
について一定の最低行動期待および要件を有していま
す。これらの行動期待および要件は、IDEX 社が IDEX 社自
身の事業体に対して有している行動期待および要件に合
致しています。

GENERAL EXPECTATION. It is expected that a
supplier will at all times act ethically and in compliance
with all applicable laws, rules and regulations.

一般的期待。サプライヤーには、常に倫理的に、かつすべ
ての適用法、規範および規則に従って行動することが期待

BRIBES AND OTHER IMPROPER PAYMENTS. A
supplier must never directly or indirectly offer, solicit,
accept, make or provide any bribe, kickback or other
improper payment or thing of value in connection with
any matter involving or relating to IDEX or any product,
service or technology it provides to IDEX.

贈収賄およびその他の不適正な支払。サプライヤーは、
IDEX 社またはサプライヤーが IDEX 社に提供する製品、サ
ービスまたは技術に関与する、またはこれらに関連するあ
らゆる事項に関して、賄賂、割戻金、もしくはその他の不適
正な支払、または有価物を、直接または間接的に決して勧
誘、受領、実行または提供してはなりません。

EXPORT AND IMPORT OF PRODUCTS, SERVICES
AND TECHNOLOGY. A supplier must always comply
with all applicable export and import laws, rules and
regulations in connection with any matter involving or
relating to IDEX or any product, service or technology it
provides to IDEX, including, but not limited to, all
applicable export controls, trade sanctions and antiboycott regulations.

製品、サービスおよび技術の輸出および輸入。サプライヤ
ーは、IDEX 社に関与する、もしくは IDEX 社またはサプライ
ヤーが IDEX 社に提供するあらゆる製品、サービスもしくは
技術に関与する、またはこれらに関連する事項に関して、
適用されるすべての輸出規制、貿易制裁、およびボイコッ
ト防止規制を含むがこれらに限定されずに、輸出および輸
入に関する適用されるすべての法、規範および規則を常

されています。

に遵守しなくてはなりません。
CURRENCY CONTROLS AND MONEY
LAUNDERING. A supplier must always comply with
all applicable currency controls and never directly or
indirectly participate in or cooperate with any money
laundering scheme in connection with any matter
involving or relating to IDEX or any product, services or
technology it provides to IDEX.

通貨統制およびマネーロンダリング、および技術の輸出お
よび輸入。サプライヤーは、IDEX 社に関与する、もしくは
IDEX 社またはサプライヤーが IDEX 社に提供する製品、サ
ービスもしくは技術に関与し、またはこれらに関連する事項
に関して、適用されるすべての通貨規制を常に遵守し、い
かなるマネーロンダリング体制にも直接または間接的に決
して参加または協力してはなりません。

ORIGIN AND SOURCE. It is expected that a supplier
will make the inquiries and conduct the due diligence
required to provide IDEX with the origin and source of
both the products it supplies to IDEX and the materials,
components and parts contained, included or used in
the products it supplies to IDEX. A supplier must never
provide IDEX with any product that it knows or
suspects to be counterfeit or to have an origin other
than the origin specified for such product or that
contains, includes or utilizes any material, component
or part that it knows or suspects to be counterfeit or to
have an origin other than the origin specified for such
material, component or part. In addition, a supplier

原産地と出所。サプライヤーは、IDEX 社に提供する製品
と、製品に含有または使用されている材料、構成部品およ
び部品の両方の原産地および出所について IDEX 社に情
報を提供するために要求されるデューデリジェンス（適性
評価）を調査し、実施することが期待されます。サプライヤ
ーは、偽造品であることや、対象製品に指定されている出
所以外のものであると確信または推測される製品、あるい
は偽造品であることや、対象の材料、構成部品または部品
に指定されている出所以外のものであると確信または推
測される材料、構成部品または部品が含有、構成、使用さ

must never provide IDEX with any product that it
knows or suspects to contain, includes or utilize any
1
“Conflict Mineral” without advising IDEX that the
product contains, includes or utilizes such Conflict
Mineral.

れている製品を、IDEX 社に提供してはなりません。さら
に、サプライヤーは、『紛争鉱物』(1)が含有、構成、使用さ
れていると確信または推測される製品を、IDEX 社にその

CONTROLLED PRODUCTS, SERVICES AND
TECHNOLOY. A supplier must never provide IDEX
with any product, service or technology that it knows or
suspects to be subject to export controls or licensing
requirements or other similar controls or requirements
(e.g., ITAR-controlled or EAR-controlled (licensable)
product) without advising IDEX that the product,
service, or technology is subject to such controls or
2
requirements.

規制製品、サービスおよび技術。サプライヤーは、製品、
サービスまたは技術が輸出規制もしくはライセンス要件ま
たはその他の類似の規制もしくは要件に服する製品、サー
ビスまたは技術（例えば、武器規制における国際取引
（International Traffic in Arms Regulations）または輸出管理
規則（Export Administration Regulations）の規制対象(ライ
センス対象)製品)であると認識または推測されることを
IDEX 社に通知せずに、当該製品、サービスまたは技術を

事実を通知せずに提供してはなりません。

決して IDEX 社に提供してはなりません。（注 2）
PERSONAL FAVORS, LOANS, GIFTS AND OTHER
BENEFITS. A supplier must not directly or indirectly
offer, make or provide any personal favor, loan, gift or
other benefit to any IDEX director, officer, or employee
or any spouse or other close family member of any
IDEX director, officer, or employee other than a casual
favor or entertainment or non-money gift of nominal
valve that could not reasonably be expected to
influence decisions related to the supplier or its
products, services or technology and otherwise not
give rise to a conflict of interest with IDEX.

個人的な便宜、貸付、贈答品およびその他の利益。サプラ
イヤーは、サプライヤーもしくはその製品、サービスもしく
は技術に関する決定に影響することが合理的に期待でき
ない、またはその他に、IDEX 社との間に利益相反を生じさ
せることのない、軽微な便宜または僅かな価値の接待もし
くは金銭贈与以外の、個人的な便宜、貸付、贈答品または
その他の利益を、IDEX 社の取締役、役員もしくは従業員ま
たはそれらの配偶者もしくは近親者に対して直接または間

ARRANGEMENTS AND RELATIONSHIPS. A
supplier must not have any direct or indirect ownership,
employment, consulting, financial or other arrangement
or relationship with any IDEX director, officer or
employee or any spouse or other close family member
of any IDEX director, officer, or employee that could
potentially influence decisions related to the supplier or
its products, services or technology or otherwise give
3
rise to a conflict of interest with IDEX.

取決めおよび関係。サプライヤーは、サプライヤーもしく
はその製品、サービスもしくは技術に関する決定に影響す
る、またはその他に、IDEX 社との利益相反を生じさせる可
能性のある直接または間接的な所有、雇用、顧問、経済
的、またはその他の取決めもしくは関係を IDEX 社の取締
役、役員もしくは従業員またはそれらの配偶者もしくは近

DISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITY. A
supplier must always comply with all applicable laws,
rules and regulations concerning discrimination and
equal opportunity in hiring and employment practices.

差別および機会均等。サプライヤーはすべて、採用および
雇用実務における差別および機会均等に関して、すべて
の適用法、規範および規則を遵守しなければなりません。

FORCED AND CHILD LABOR. A supplier must never
use forced or involuntary labor and must always
comply with all applicable child labor laws, rules and
regulations and use only workers who meet minimum
age requirements in the locations in which it operates.

強制労働および児童労働。サプライヤーは、強制労働また
は児童労働を決して行ってはならず、常に、自己の活動地
における児童労働に関するすべての適用法、規律および
規則を遵守し、最低年齢要件を満たす労働者のみを使用
しなければなりません。

WAGES AND WORKING HOURS. A supplier must
always comply with all applicable laws, rules and
regulations regarding wages and working hours in the
locations in which it operates, including, but not limited
to, all applicable laws, rules and regulations relating to
time off and overtime pay.

賃金および勤務時間。サプライヤーは、休憩および時間外
労働に関するすべての適用法、規範および規則を含むが
これらに限定されずに、自己の活動地における賃金および
勤務時間に関するすべての適用法、規律および規則を常
に遵守しなければなりません。

ENVIRONMENT. A supplier must always comply with
all applicable environmental laws, rules and regulations
and endeavor to conduct its operations in a way that
preserves and protects the environment.

環境。サプライヤーは、常に適用されるすべての環境法、
規律および規則を遵守し、環境を保全および保護できる方
法でその事業を遂行するように努力しなければなりませ

接的に決して提案、実行または提供してはなりません。

親者と有してはなりません。（注 3）

ん。
HEALTH AND SAFETY. A supplier must always
comply with all applicable health and safety laws, rules
and regulations and provide a healthy and safe
working environment that promotes accident
prevention and minimizes exposure to health and
safety risks.

健康および安全。サプライヤーは、常に健康および安全に
関して適用されるすべての環境法、規律および規則を常に
遵守し、事故の防止を促進し、健康および安全に対する危
険を最小限にできる、安全な健康および労働環境を提供し
なければなりません。

CONFIDENTIAL INFORMATION. It is expected that a
supplier will always take reasonable precautions to
preserve and protect confidential information and will
never make or permit any unauthorized disclosure or
use of confidential information that it may receive or
obtain or to which it may be given access in connection
with its relationship with IDEX, whether the information
relates to IDEX, any of its customers or other suppliers,
a potential acquisition or disposition, or otherwise.

秘密情報。情報が IDEX 社、その顧客、他のサプライヤー、
あるいは潜在的な取得もしくは処分に関するものであって
も、その他のものであっても、サプライヤーは、常に、IDEX
社との関係に関連して受領、取得、またはアクセスを与え
られた秘密情報を保全し保護するための合理的な注意を
払い、それらの情報の許可されていない開示または使用を
決して行わず、そのような開示または使用を決して認めな
いよう求められます。

SECURITIES LAWS AND INSIDER TRADING. A
supplier must always comply with all applicable
securities and insider trading laws, rules and
regulations and must never use any material nonpublic information that it may receive or obtain in
connection with its relationship with IDEX, whether the
information relates to IDEX, any of its customers or
other suppliers, a potential acquisition or disposition, or
otherwise, to buy or sell stock or other securities of
IDEX or any other entity.

証券取引法およびインサイダー取引。サプライヤーは、適
用されるすべての証券取引およびインサイダー取引法、規
律および規則を常に遵守し、情報が IDEX 社、その顧客、
サプライヤー、または潜在的な取得もしくは処分に関する
情報であっても、その他のものであっても、IDEX 社との関
係に基づいて受領または取得した重要な非公開情報を、
IDEX 社またはその他の団体の株式またはその他の証券
の購入または販売のために決して使用してはなりません。

PERSONAL DATA AND OTHER PRIVATE
INFORMATION. A supplier must always comply with
all applicable laws, rules and regulations relating to the
collection, processing, transmission, disclosure and
use of personal data and other private information in
connection with any matter involving or relating to
IDEX or any product, service or technology it provides
to IDEX.

個人データおよびその他の個人的な情報。サプライヤー
は、IDEX 社またはサプライヤーが IDEX 社に提供する製
品、サービスもしくは技術に関与し、またはこれらに関連す
る事項に関連して、個人データおよびその他の個人的な情
報の収集、加工、伝達、開示および使用に関して適用され
る環境法、規律および規則を常に遵守しなくてはなりませ
ん。

INTELLECTUAL PROPERTY. It is expected that a
supplier will always honor and respect proprietary
designs and drawings, patents, and other intellectual
property rights and will never make or permit any
unauthorized use of proprietary designs or drawings,
patents or other intellectual property that it may receive
or obtain or be licensed or otherwise be permitted to
use in connection with its relationship with IDEX,
whether the designs or drawings, patents or other
intellectual property rights belong to IDEX, any of its
customers or other suppliers, or otherwise.

知的財産。サプライヤーは、所有意匠権、製図に関する権
利、特許権およびその他の知的財産権が IDEX 社または
その他の顧客もしくはその他のサプライヤーに帰属するか
否かを問わず、IDEX 社との関係に基づいて受領もしくは取
得した、またはライセンスを受けた、もしくは使用を認めら
れた所有意匠権、製図に関する権利、特許権およびその
他の知的財産権を常に認め、尊重し、それらの許可されて
いない使用を決して行ず、そのよう使用を決して認めない
よう求められます。

Each supplier of products, services or technology
to IDEX is expected to (1) adopt and carry out
processes and procedures within its own
organization that enable it to comply with this
Supplier Code of Conduct and (2) adopt and
implement with respect to its own suppliers a code
of conduct consistent with this Supplier Code of
Conduct.

IDEX 社に対する製品、サービスおよび技術のサプライヤ
ーは、(1)サプライヤー自身の組織内で、本サプライヤー行
動規程を遵守できるようにする処理および手続を採用し、
実施すること、および(2) 本サプライヤー行動規程と整合
性を有する行動規程をサプライヤー自身のサプライヤー
に関して採用し、実施するよう求められます。

Any violation of this Supplier Code of Conduct is
to be reported to IDEX immediately upon
discovery. Each supplier of products, services or
technology to IDEX must allow its employees to
report violations of this Supplier Code of Conduct
to IDEX without threat of retaliation or punishment.

本サプライヤー行動規程の違反が発見された場合には、
直ちに IDEX 社に報告しなければなりません。IDEX 社に対
する製品、サービスおよび技術のサプライヤーは、報復ま
たは制裁の恐れなく、その従業員が本サプライヤー行動
規程の違反を IDEX 社に報告するのを認めなければなりま
せん。

IDEX shall have the right to require each of its
suppliers of products, services or technology to (1)
confirm and certify its acceptance of and
compliance with this Supplier Code of Conduct
and (2) permit IDEX to audit its compliance with
this Supplier Code of Conduct. If a supplier fails to
comply with this Supplier Code of Conduct in any
significant respect, IDEX shall have the right to
wholly or partially suspend or terminate its
relationship with the supplier and any or all
outstanding purchase orders, contracts and
agreements with the supplier without penalty,
liability or obligation.

IDEX 社は、製品、サービスおよび技術のサプライヤーに
対して、（1）本サプライヤー行動規程を受け入れ、遵守し
ていることを確認し、証明すること、および（2）本サプライ
ヤー行動規程を遵守していることを IDEX 社が監査するこ
とを認めることを要求する権利を有するものとします。サプ
ライヤーが、重要な面について本サプライヤー行動規程を
遵守しなかった場合、IDEX 社は、違約金、債務または義
務を負うことなく、サプライヤーとの関係ならびにサプライ
ヤーとのすべての未履行購入注文、契約および合意の全
部または一部を中止または終了ささせる権利を有するもの
とします。
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“Conflict Minerals” are gold, tin, tantalum and tungsten and
derivatives thereof from conflict mines in and around the
Democratic Republic of the Congo, including mines in Angola,
Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda,
Sudan, Tanzania, Uganda and Zambia.

注1

『紛争鉱物』とは、アンゴラ、ブルンジ、中央アフリカ共和
国、コンゴ共和国、ルワンダ、スーダン、タンザニア、ウガ
ンダ、ザンビアの鉱山を含む、コンゴ民主共和国ならびに
その周辺地域の紛争鉱山から採掘される、金、錫、タンタ
ル、タングステンならびにその派生物を指します。

2

The only exception would be a “made to print” product using
a drawing or design provided by IDEX.

注2

唯一の例外は、IDEX 社が提供した製図または意匠を使用
して「印刷用に製作した」製品です。

3

注3

唯一の例外は、IDEX 社にすべてが開示され、(i)IDEX 社の
関連者取引方針(LGL-WW-10-110)に基づき承認され、ま
たは(ii)IDEX 社の法務部長または副部長および当該取決
めまたは関係に対する直接または間接的な個人的利益ま
たは関与を有しないサプライヤーが製品、サービスもしく
は技術を提供している IDEX 社の事業体、グループまたは
セグメントの上級執行役員により承認された取決めまたは
関係です。サプライヤーが公開会社である場合には、サプ
ライヤーの市場で取引されている株式についての僅かな
投資は、サプライヤーもしくはその製品、サービスもしくは
技術に関する決定に影響し、またはその他に、IDEX 社と
の利益相反を生じさせる可能性があるような取決めまた
は関係ではないと見なされます。

The only exception would be an arrangement or
relationship that has been fully disclosed to IDEX and either
(i) has been approved in accordance with IDEX’s Related
Person Transaction Policy (LGL-WW-10-110) or (ii) has been
approved by the IDEX General Counsel or Deputy General
Counsel and by a senior executive of the IDEX unit, group or
segment to which supplier is providing products, services or
technology who has no direct or indirect personal interest or
involvement in the arrangement or relationship. If supplier is
a public company, a nominal investment in supplier’s publicly
traded securities is not considered to be an arrangement or
relationship that could potentially influence decisions related
to the supplier or its products, services or technology or
otherwise give rise to a conflict of interest with IDEX.

