
トレーサビリティと完全相互認証
コーヒーとカカオ
レインフォレスト・アライアンス

オンライン説明会

2022年2月22日 オルティスリベラ美由紀、上松紀代子、一倉千恵子



本日の予定

1. 要件と移行スケジュール

2. 完全相互認証とトレーサビリティ（全体）

3. カカオ完全相互認証とトレーサビリティ

4. コーヒー完全相互認証とトレーサビリティ

5. マルチトレースの使用方法デモンストレーション（カカオ、
コーヒー）

6. 各種資料

7. 質疑応答



サプライチェーン関係者向け重要点

1. サプライチェーン要件

2. 移行スケジュールと手順
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サプライチェーン認証に関する資料

2020プログラム認証・審査規則

付属文書 (拘束力を持つ)

付属文書 S1 – 用語集（更新予定）

付属文書 S3 – リスク査定（ジェンダー平等、

付属文書 S4 – 改善プロトコル

付属文書 S6 – トレーサビリティ（更新予定）

付属文書 S14 – 責任の共有（更新予定）

+

手引き (現在A – R, 拘束力なし)

手引き E- 苦情解決制度
手引き F- ジェンダー平等
手引き L- 事前評価対処
手引き R- Assess & Address Monitoring Tool（和訳準

備中）

版に注意：要件、規則は第1.1あるいは1.2版、付属文書はS+数字が新しいもの。

全体の解釈の手引き（英語版）

general guide for the implementation of 

the Sustainable Agricultural Standard
SD/SIカカオガイダンス（英語版）
SD/SI コーヒーガイダンス（日本語版）

https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-s3-risk-assessment-tool/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-4-remediation-protocol/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-6-traceability/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-1-glossary/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/annex-14-shared-responsibility/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-e-grievance-mechanism/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-e-grievance-mechanism/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/gender-equality-guidance/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-e-grievance-mechanism/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-document-l-assess-and-address/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/guidance-e-grievance-mechanism/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/assess-and-address-monitoring-guidance-tool/
https://www.rainforest-alliance.org/business/resource-item/general-guide-for-the-implementation-of-the-sustainable-agricultural-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/sustainability-differential-and-sustainability-investments-cocoa-sector-guidance/
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/coffee-guidance-SDSI-jp.pdf
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サプライチェーン要件

第1章

管理

Chapter 4: 

Farming
第５章

社会
第6章

環境

第２章

トレーサビリ
ティ

第３章

収入と
責任の共有第4章：農業

農業が認証範囲
に入っていなけ
れば対象外

登録内容によって、
適用される要件は
異なる



移行スケジュールの重要な日付

2021年

✓ レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォームの登録開始(RACP)

✓ 従来の基準での監査の終了、移行審査の開始

✓ 移行認証取得済みの農場認証保有者とサプライチェーン認証保有者に、ライセンス
が与えられる

✓ 2020 数量のマルチトレースでの取引が開始22年

2022年

• 1月31日: マルチトレースでの完全相互認証の有効化

• 4月(予定):コーヒーデータのマーケットプレイスからマルチトレースへの移行

• 6月30日: 移行期間審査の終了(遠隔のみ、主要要件のみ、有効期間1年)

• 7月1日: 本認証（３年）周期審査の開始

• 12月31日:移行認証と、それに伴うライセンス取得の期限
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サプライチェーン認証保有者移行の手順

手順

レインフォレスト・アライアンス認証プラットフォーム(RACP)に登録

範囲を確認 (すべての該当する農作物、場所、下請け業者を含む) し、適用される要件
のリストを生成する

2020ライセンス同意書を依頼して署名するか、あるいは既存の署名済み2020ライセン
ス同意書をアップロードする

サプライチェーンリスク査定の結果を受け取り、検証段階に移る（RAからのメール経
由）

自己査定を完了する

審査を受ける

ある
いは

認可を依頼する

すべての不適合を解消する RA がライセンス/認可の依頼を検証す
る。

認証機関が認証を判断する すべての不適合を解消する

2020持続可能な農場基準認証書/認可書を取得する
RAトレーサビリティプラットフォームを使用するためライセンスを取得する。
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移行認証が終了します！

❖ 旧RA認証またはUTZライセンスが2022年7月１日以後に切れる場合（6か月の延長を含めて）

遠隔移行期間審査（2022年7月1日より前）を受け1年間の移行認証書を取得するか、本認
証審査（2022年7月1日から2022年12月31日まで）を受けるかを選択できます。この場合、
認証は 3年間有効です。認証書が無効になることを回避するために、現在の認証書/ライセ
ンスの有効期限の4か月前に審査を予定することをお勧めします。

❖ 旧RA認証またはUTZライセンスが2022年7月１日より前に切れる場合（6か月の延長を含めて）

認証/ライセンスが切れる前に移行審査を受ける必要があります。つまり、2022年4月1日
より前にRACPに登録して、自社の範囲を確認しなければなりません。
これは、ライセンスや認証を持っていないが、移行期限が7月1日より前の企業にも当ては
まります。

❖ 範囲をすでに確認しているが、2022年7月1日以降に審査を受けたい企業

2022年4月1日以降にcustomersuccess@ra.orgに連絡してください。範囲を再確認し、正
しい要件が適用されているかどうか確認します。

RACP＝
レインフォレスト・
アライアンス
認証プラットフォーム
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❖ 遠隔移行審査を受けて1年間の移行認証書を取得する場合は、2022年7月1日ま
でに移行審査を完了する必要があります。つまり、 2022年4月1日までにレイ
ンフォレストアライアンス認証プラットフォーム（RACP）に認証範囲を登録
して確認する必要があります。

❖ 3年間の認証周期全体を直接開始することを希望する場合は、2022年7月1日か
ら本認証審査を予定できます。つまり、 2022年4月1日以降に認証審査のため、
RACPに認証範囲を登録して確認する必要があります。

移行認証が終了します！-新規登録の場合

RACP＝
レインフォレスト・
アライアンス
認証プラットフォーム



完全相互認証とトレーサビリティ



トレーサビリティの要求事項
トレーサビリティ要求事項の重要な情報

•レインフォレスト・アライアンス認証作物数量を取引するには、有効なライセンスが必要

•レインフォレスト・アライアンス数量のすべての購入と販売は、遅くとも出荷から四半期後２週間までにオンライントレーサビリ

ティシステム上で記録される。

•報告が必要なもの: 認証製品の販売、変換、購入確認、引換/削除

•農場認証所有者は、SD/SIをトレーサビリティ上に分けて記録しなければならない。

•認証保有者の範囲内に「ない」事業体（下請け業者または倉庫を含む）への商品の物理的な移動「および」加工に関しては、ト

レーサビリティシステムで記録する必要がある。

•トレーサビリティはブランド所有者/小売まで伸張される（詳しい説明は後日行います）

複数のアカウントを一つにまとめる

•複数のアカウントを一つにまとめるには、すべての数量を主要な（新しい）アカウントに移動（取引として）し、レインフォレス

ト・アライアンスに古いアカウントを使えなくなるよう依頼する。

•詳細は、カスタマーサクセスチーム（customersuccess@ra.org）にお尋ねください。

さらなる情報

•トレーサビリティ要件の詳細な情報、２０２０持続可能な農業基準と付属文書S6トレーサビリティ、トレーサビリティ手引きはウ

エブサイトで公開されています。

mailto:customersuccess@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/2020-sustainable-agriculture-standard-supply-chain-requirements/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-6-traceability/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/traceability-guidance/
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マルチトレースの使用意義

マーケットプレイスからマルチトレースへ移行した企業への変更

•一括取引報告のためのエクセルファイルアップロード（近日機能付加予定）

•購入確認を簡易にするユーザー設定の調整

•異なる原産国のカカオリカーからそれ以降の複数原料製品について、原産国一致（オリジンマッチン

グ）マスバランス運用を簡便に （カカオ）

•トレースできるサプライチェーンの最後であることを示すための引換（Redeem) 機能の使用

完全相互認証に関する変更

•すべての数量が、レインフォレスト・アライアンス認証とみなされる (元の基準は見えない)

•異なる基準数量の、物理的な混合が可能

•ロイヤルティ/プログラムフィーの請求：月額（2022年4月以降）に移行（コーヒー）

•プレミアムおよび/またはSD / SI要件は、元の農場認証保有者ライセンスに基づいて適用

• さらに効率的かつ透明性を高める

• マルチトレース使用により、新認証プログラムをよりサポート
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貴社のアカウントへのアクセス方法

レインフォレスト・アライアンス２０２０数量

• ログインページを開きます

• 新プログラムのためにRACPに登録した際作られたアカウントを使用して
ください。

マルチトレースでのUTZ/レインフォレスト・アライアンス 2017数量（初回）

1. ログインページを開きます

2. GIP/マーケットプレイスで使用していたユーザーネームを使用し、パス
ワードをリセット (“forgot password”をクリック) 

3. 登録しているメールアドレス宛てに新しいパスワードを設定し、マルチ
トレースにログインするリンクが届きます。

4. もしメールが届かなければ、カスタマーサクセス
customersuccess@ra.orgにご連絡ください。

説明会では
省略したページ

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.utz.org/Portal/Login.aspx
mailto:カスタマーサクセスcustomersuccess@ra.org


カカオトレーサビリティと
完全相互認証の概要
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カカオトレーサビリティの概要

認証プログラム

• UTZ

• 2017 レインフォレスト・アライアンス

• 2020 レインフォレスト・アライアンス

トレーサビリティレベル

同一性保持(IP)

混合された同一性保持(Mixed IP)

完全分離（Segregated/SG)

マスバランス（MB/原産国の一致要件あり）

トレーサビリティシステム

•マルチトレース（すべてのカカオ）

（2022年1月3日より）

SD/SI* とプレミアム

•プレミアム：すべてのUTZ

及び 2017 RA (ガーナとコートジボワール)

で必須

• SD SI: 全ての２０２０RAプログラム

*SD: サステイナビリティ差額 SI: サステイナビリティ投資



• 2021年9月20日: GIP からマルチト
レースへの移行完了

• 2022年1月3日: マーケットプレイスか
らマルチトレースへの移行完了

• 全ての新基準数量はマルチトレース

• 2022年1月31日: 完全相互認証開始

16

全てのUTZとレインフォレスト・アライアンス
カカオ数量は、マルチトレースで管理します
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カカオにおける完全相互認証とは何を意味しますか

• 全ての３つのプログラムからの数量は、「レインフォレスト・アライア
ンス」数量とみなされます。

• 全ての数量、ライセンスと認証は、新基準数量とライセンスと同様に扱
われます。

• これは、すべてのトレーサビリティレベルで適用されます。同一性保持、
混合された同一性保持、完全分離、マスバランス

貴社にとってどのような意味がありますか？

• 新しいプログラムの数量、従来のプログラムの数量は、マルチトレース上
あるいは自社の管理上、物理的また管理上分離する必要はありません。

• マルチトレースで必要なのは、３つのプログラム（ UTZ, 2017 RA, 2020 

RA）としてではなく、一つのプログラム（レインフォレスト・アライア
ンス）として製品フローを管理することです。
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カカオの完全相互認証のスケジュール

• 2021年10月1日: 全てのレインフォレスト・アライア
ンスマスバランスカカオ出荷について完全相互認証
が許可される。

• 2022年1月31日: 完全相互認証がすべてのカカオ出荷
で適用される。 (マスバランス、完全分離同一性保
持含む）

• 全ての貴社のマルチトレースアカウントは、
レインフォレスト・アライアンス数量に変更
済み

• 2022年2月1日以降: すべてのカカオ出荷は、基準で
要求されている通り、マルチトレースに入力しなけ
ればならない。

• 例外：2021年のQ4のマスバランスの出荷分に
ついては、2022年2月28日までの入力の例外
がみとめられています。

説明会では
省略したページ
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複数原料のトレーサビリティ

• マルチトレースの機能は、ユーザーが純粋なカカオ製品（豆、リカー、バ
ター等）から、チョコレートなどの複数原料製品へ変換することを可能にし
ます。

• マルチトレースはさらに、最終ブランド所有者まで、複数原料製品の購入、
販売を可能にします。

• 付属文書 S6: トレーサビリティは、ブランド所有者レベルまで、トレーサビ
リティシステムにおいて複数原料製品の完全なトレーサビリティを要求して
います。

スケジュール

• 全ての企業は、2022年7月1日までに、複数原料カカオトレーサビリティ要
件を遵守する必要があります。

• 準備のために、できるだけ早くすべての企業がこの機能を使用することを奨
励します。

• 2017レインフォレスト・アライアンスカカオを取り扱っている企業は、引き
続きチョコレートでのトレーサビリティの提供が必要です。

• UTZクレジットアカウントは、段階的に廃止されなければなりませんが、削
除はされません。

• 追加の情報は、近くウエブサイトで発表されます。

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-6-traceability/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/understanding-end-to-end-cocoa-traceability-and-the-multitrace-platform/


コーヒートレーサビリティと
完全相互認証の概要
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トレーサビリティシステム：重要なポイント

• 全てのコーヒートレーサビリティはマルチトレース上で行われること
になります。

• RA2020ライセンスを受け取ると、すべての認証保有者は、新しいアカ
ウントを入手します。

• 完全相互認証により、現在すべてのマルチトレースアカウントは、
RA2020数量とＵＴＺ数量を記録できます。この間、従来のRA2017数
量は、マーケットプレイスに残ります。

• マーケットプレイスコーヒーデータの移行（4月予定）後、 RA2017 ア
カウントと数量はマルチトレースに移ります。すべてのマルチトレー
スアカウントは、すべての３つの基準を取引できるようになります。

• サプライチェーン認証保有者が、2020ライセンスを入手すると、従来
のアカウントの数量を整理統合することができます。
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暫定的なアカウント管理とトレーサビリティ
それぞれのシステムで追跡された合併前および2020年のプログラム数量

RA 2020 SAS ライセンスを持っている場合

•マルチトレース上で、RA2020とUTZ数量を受領し、取引できます。 (RACP経由)

➢RA 2020数量は、第一バイヤーにSD/SIの支払いを求めますーマルチトレース上で記録が必要です

➢UTZ 数量は、第一バイヤーにプレミアムの支払いを求めますーマルチトレース上で記録が必要です。

•従来のアカウントから、このアカウントに数量を移動できます。

UTZ 基準ライセンスを持っている場合

•マルチトレース上で、RA2020とUTZ数量を受領し、取引できます。

➢RA 2020数量は、第一バイヤーにSD/SIの支払いを求めますーマルチトレース上で記録が必要です

➢UTZ 数量は、第一バイヤーにプレミアムの支払いを求めますーマルチトレース上で記録が必要です。

•RA2020ライセンスを取得次第、この従来のアカウントから、貴社の新しいRA2020アカウントに数量を移動できます。

従来のRA2017 基準ライセンスを持っている場合

•マーケットプレイス上で従来のRA2017数量を受領し、取引できます。

➢RA2017数量には、プレミアムを支払う要件がありません。

•マーケットプレイスからマルチトレースにデータが移行後（４月予定）、すべてのRA2017数量はマルチトレースに移動します。

• RA2020ライセンスを取得し、データの移行が完了したら、貴社は従来のRA2017アカウントから新しいRA202アカウントに数量を移行

できます。

ID#: RA_000000000

ID#: ME01_00000

ID#: RA00000
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トレーサビリティシステム（コーヒー）

RA2020

UTZ

旧RA

マルチトレース（RACPアカウント)

マルチトレース（UTZアカウント）

マーケットプレイス マルチトレース（旧RAアカウント）

2022年
1月31日

完全相互認証

2022年
4月ごろ

MP-＞MTT移行



トレーサビリティと完全相互認証
マルチトレースデモンストレーション
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参考資料について
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役立つリンクと文書

• 本日の録画と資料ー後日お知らせします。

• 完全相互認証説明（ウエブサイト）（日本語）

• マルチトレース使用手引き（RAラーニングネットワーク）

• マルチトレースカカオ手引き（日本語）

• マルチトレースコーヒー手引き（日本語）

• How to transition to the 2020 Certification Program （英語

版）

コーヒーサプライチェーン向けページ（英語版）

Transition Guidance for Coffee Sector Supply Chain Actors

https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e7%9b%b8%e4%ba%92%e8%aa%8d%e8%a8%bc/
https://learn.ra.org/mod/book/view.php?id=64152&chapterid=12802&lang=ja
https://learn.ra.org/mod/book/view.php?id=30234&chapterid=9611&lang=ja
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program-guidance-for-coffee-sector-supply-chain-actors/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program-guidance-for-coffee-sector-supply-chain-actors/


実施済み説明会 （録画および資料）

新認証プログラムについて

2021年1月20日実施2020認証プログラム説明会 | Rainforest Alliance | 

法人向け (rainforest-alliance.org)

移行認証について

2021年6月16日実施移行認証説明会 | Rainforest Alliance | 法人向け
(rainforest-alliance.org)

SD/SIについて

2021年6月29日実施 責任の共有 – SD/SI 説明会 | Rainforest Alliance | 

法人向け (rainforest-alliance.org)

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/2021%E5%B9%B41%E6%9C%8820%E6%97%A5%E5%AE%9F%E6%96%BD2020%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/press-releases/2021%e5%b9%b46%e6%9c%8816%e6%97%a5%e5%ae%9f%e6%96%bd%e7%a7%bb%e8%a1%8c%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/press-releases/2021%e5%b9%b46%e6%9c%8829%e6%97%a5%e5%ae%9f%e6%96%bd-%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89/


質疑応答

説明会中にいただいたご質問に回答しています。
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#
質問 回答

1
システム上で、クレジットと現物を紐づけにはどのような情報を記
入するのですか。

マルチトレース上のReferenceなどをご利用ください。

2

コーヒーの4月の移行では、旧RAから新RAへ数量は自動で移行され
るのでしょうか？一契約ごとに手動移行が先ほどのデモの通り必要
でしょうか？

はい、旧ＲＡのアカウントがマルチトレースに移行されても、新
ＲＡのアカウントとは別になりますので、デモでご説明した通り、
新ＲＡアカウントへ販売の形で数量を移動させてください。

3
自己査定セルフアセスメントの入力は日本語で可能でしょうか

日本の審査会社（ＢＳＩジャパン）の審査を受ける場合は可能で
す。RAに認可を申請する場合（リスクレベルA）の場合は、英語で
入力してください。

4

コーヒーで質問です。
旧システムから新システムへの数量移行につき以下①②共にTC#ま
たはロット毎に手作業で移行が必要でしょうか（Cfmnは省略可と
認識しております)

①Shipper(旧システム）からの販売数量
②客先（旧システム）への販売数量

移行が必要なのは、自社の在庫になります。ですので①が必要で
す。お客様先が旧システムの場合、相互に売買は登録できません。
システムへの移行、新RAライセンスの取得をお待ちいただくか、
お急ぎの場合は仮ライセンスの発行をご依頼ください。（2020ラ
イセンス同意書のご署名が必須となります）

5

MIXが先にするのですね
その際にそれどれの生豆の以前のTC番号管理のようなものはある
のでしょうか

TC番号の代わりに、type, variety, subproduct, traceability level, 
Reference, Country, Location, Availableなどの情報がでてきますので、
それらの情報をもとに選択してください。

6

飲料メーカー工場です。
焙煎コーヒー豆を受け入れて抽出する場合の入力方法がわかりませ
ん。

今のところ、焙煎豆からリキッドにする場合の変換機能がありま
せんので、referenceやメモ欄でリキッド製品であることを残して、
引換（redeem）してください。

7
ｺｰﾋｰについて販売やﾘﾃﾞｨｰﾑにおいて製品登録は必要ですか？ 不要です。
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# 質問 回答

8

トレーサビリティのボタンが出る条件としてライセンスの取得との
ことですが、監査に合格するという認識でOKでしょうか？

はい、監査機関による審査に受かる、またはRAからの認可を受けると、
認証書（認可書）の発行⇒ライセンスの発行という流れになります。その
後トレーサビリティ・システムのボタンが表示され、ご利用が可能とな
ります。なお、認証書（認可書）/ライセンス発行には有効なライセンス
同意書２０２０が必要です。

9

(質問４からの）補足です。監査が終わってないので現状旧システム
を使用せざるを得ないのですが、
先程②は作業の必要がないとお伺いしましたが、旧システムを使用
する限りは新システムへの移行作業が必要と言う事でしょうか？

マルチトレース（MTT）移行前にマーケットプレイス（MP2）にある在庫
を使用して販売報告：お客様先にMP2を使用してTC発行
MTT移行後にMTTにある在庫を使用して販売報告：お客様先にMTTを使用
してTC発行。お客様先が移行認証（認可）/ライセンスがある場合はIDを
確認し、どのアカウントIDにTCを発行するのか確認が必要。

10 ｺｰﾋｰについて焙煎後のMIXの場合もできますか？ 可能です。

11

移行手続きを6月30日までにする必要があるのですが、6月30日まで
に審査を受けていればいいのでしょうか？不適合などの是正も終え
ている必要があるのでしょうか？

認証の有効期限によります。基本的には6月30日までに審査を受けていれ
ば結構です。

12

トレースの管理は、新プラットフォームからの管理でもよろしいで
しょうか。（旧プラットフォームでの管理は、プラットフォーム移
行中のため、入力の必要はないということでよろしいのでしょう
か）
それとも、過去にさかのぼり、旧プラットフォーム分を新プラット
フォームに登録が必要でしょうか。

新旧に関係なく、現在使用できるプラットフォームでトレーサビリティ
の管理が必要です。ご質問の旧プラットフォームがコーヒーのマーケッ
トプレイスを意味するのであれば、プラットフォームの移行までマー
ケットプレイスでのトレーサビリティ登録が必要です。
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#
質問 回答

13

①サプライヤーから受けたデータをconfirmするシステム・サイトと
客先へ販売するシステム・サイトが異なるのはなぜでしょうか？
②新旧のサイトの相違が一目でわかる方法はありますか？
③客先名を選択し、出てきたmembers codeが最新登録情報と認識し
て宜しいでしょうか？（新RA登録しているのに、ME～と出てくる
ことはありますでしょうか？）

①認証プログラムの移行期間に伴い、各自が保有しているライセンスが
異なり、各自使用できるトレーサビリティプラットフォームが異なりま
す。ただし、完全相互認証に伴い、現在使用できるプラットフォームに
関わらず取引が可能になるので、一概に①のような状況が発生するわけ
ではありません（マーケットプレイスを使用する旧RAコーヒーメンバー
企業を除く）②MTTはhttps://portal.ra.org/portal/から、RACP-MTTはRACP

からアクセスしてください。③いいえ、複数のアカウントを所有してい
る場合がありますので、必ずお客様先にどのアカウントへ販売を希望す
るか事前にご確認ください。

14
製品登録をしないと 商標の申請時はどうするのでしょうか？
製品名は必要は無いのでしょうか

マーケットプレイス上で、商標使用申請の際、製品名をご登録ください

15
ｺｰﾋｰは焙煎後販売になりますか？粉砕や包装などの登録はあります
か？

粉砕や包装などの登録は今のところありません。

16

監査を受けてライセンス取得するまでは、ME_01から始まる旧ライ
センスが表示されたマルチトレースから入力するのですか？

はい、そうです。カカオ関係企業の場合、マルチトレースアカウントを
お持ちですので、新数量もRACPライセンス取得前に取引することができ
ます。コーヒー関係企業の場合、新認証ライセンスおよび/または有効
なUTZライセンスをお持ちの場合可能です。

17

RA原料として調達したが、RA製品として販売しない場合、製造報
告・販売報告を登録した上で、Remove Volume登録を行い、数量を
削除することになりますか。

製造報告等は不要です。直接Remove作業を行ってください。

18
自身のRACP上にトレーサビリティタブがないのですが、有効な状態
ではないということでしょうか

はい、トレーサビリティタブがRACP上にないということは、まだ有効な
ライセンスをお持ちではありません。

19

ローストした豆をリキッドにした際のconversion Rate（変換率）は
何％で設定されてますでしょうか。

今のところ、焙煎豆からリキッドにする場合の変換機能がありませんの
で、referenceやメモ欄でリキッド製品であることを残して、引換
（redeem）してください。




