
レインフォレスト・アライアンス2020認証
プログラムにおける小売業者と外食企業

認証とトレーサビリティ

2022年4月7日 上松紀代子、一倉千恵子
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今日の予定

1. 自社ブランド（PB）所有者は、認証とトレーサビリティ範囲に入りま
す

2. どの企業が認証と商標使用承認のために登録が必要でしょうか

3. 基準要件と保証

4. いつ、どのように登録するのか

5. 登録方法デモンストレーション

6. 質疑応答

7. まとめ

Version April 2022

ご質問は、Zoom 画面下側のQ&Aにお書きください。
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レインフォレスト・アライアンス認証における、
プライベートブランドとは？

プライベートブランド（PB)とは？

小売店・卸売業者が企画し、独自のブランド（商標）で販売する商品

ナショナルブランド（NB）

メーカーが自らの商品につける商標

製品上の販売者が誰かというより、ブランドの所有者が誰かをお考えください。
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1 –自社ブランド（PB）所有者は、認証とト
レーサビリティ範囲に入ります



小売および外食企業への認証の拡大

• なぜ:すべてのサプライチェーン関係者、自社ブランド(PB)所有者を含めるこ
とは、保証を高め、プログラムの信頼性を改善します。

• 得られる恩恵:農場段階への投資と影響に関するデータを共有し、特定のサプ
ライチェーンの持続可能性リスクに関するより良い洞察を共有し、責任ある調
達分野の広い範囲で保証を改善します。

• サプライチェーンを通じた責任の共有は、新プログラムにおいて重要な要素で
す。これは、持続可能な開発に関連する改善とコストの透明性に基づいていま
す。
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https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%85%a8%e4%bd%93%e3%81%ae%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-%e3%83%91%e3%83%bc/


2.  どの企業が認証と商標使用承認のために
登録が必要でしょうか
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どの企業が認証のための登録が必要か

• レインフォレスト・アライアンス認証の自社ブランド製品の購入に積極的に関与
している小売および外食企業は、認証プログラムに登録する必要があります。

• これは本社である可能性がありますが、（さらに）購買企業、国内の子会社、また
はその他の事業体である可能性もあります。

• 積極的に購入するということは、サプライヤー/自社ブランド製造業者との契約を
管理しているということです。

• 事業体は、個別に登録することもできますし、同じ地理的地域に拠点を置く場合は、
マルチサイト認証を介して複数施設として登録することもできます。

7Version April 2022



どの企業が、商標使用承認のみの登録が必要か

• 場合によっては、事業体はレインフォレスト・アライアンス認証の自社ブランド製
品を販売しています。

• しかし、この事業体は購入契約自体を管理していません。この事業体は、認証取
得のためプログラムに登録する必要はありません。

• レインフォレスト・アライアンス認証マークまたは商標による文言表示を使用した
い場合にのみ、商標使用承認用の登録手続きを行う必要があります。
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確認用図表：小売・外食企業どの企業が登録する必要があるか

Version April 2022 New Rainforest Alliance Seal (rainforest-alliance.org)

https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/Retailer-decision-tree_JP.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/Retailer-decision-tree_JP.pdf


3.  基準要件と保証
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小売および外食企業の検証レベル

• 「認可書」は、机上確認の後に、レインフォレスト・アライアンスによって発行
されます。審査は必要ありません。

• サステイナビリティ差額およびサステイナビリティ投資に関連する要件が企業に
適用される場合、それらはレベルBに分類されます。

• これは、レインフォレスト・アライアンス認証の紅茶または緑茶のブランド所有
者に当てはまります。または生鮮果物/バナナの輸入業者（小売業を兼ねる）にも
当てはまります。

レベル B –認証機関の机上審査が必要ー３年に１度

レベル A –認証機関の審査は不要

企業は、登録過程において提供された情報に基づいて、レインフォレスト・アライ
アンスから検証レベルを受け取ります。

小売および外食企業の場合、検証レベルは通常レベルAまたはレベルBです。
*加工や売買（貿易）などの追加の活動は、より大きなリスクレベルをもたらす可能
性があります。
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＜参考＞茶類のSD/SI （リンク先ページ日本語）

- 責任の共有の項目で、サステイナビリティ差額(SD)・サステイナビリティ投資(SI)
の支払い義務が、サプライチェーン関係者に生じます。

- 茶類では、支払い責任者がブランド所有者、支払い者が製造業者/最終製品の包装
者になります。

- 支払いは２０２３年１月1日から開始されます。基本となるのは、２０２２年に新
プログラム下で引換（Redeem）された認証数量です。

- 導入1年目は、決まったＳＤあるいはＳＩの金額はありません。

なぜブランド所有者が支払い者なのか

- 茶類では上流の商流が複雑で、第一バイヤーからの支払いが困難です。

- 茶類のブランド所有者の多くは、持続可能性を表示して投資し、市場への投資に対
する需要を促進しています。これは、潜在的なブランドと消費者のつながりがある
ことを意味します。

参考資料 茶類SD/SIの手引き、責任の共有：茶類部門にとっての意義とは
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https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/_/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e5%b7%ae%e9%a1%8d%e3%81%a8%e3%82%b5%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a4%e3%83%8a-%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/_/


Supply Chain Risk Assessment Guidance can be found here
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小売および外食企業の検証レベル

検証の
レベル

検証の方法

0年目
移行年

1年目 ２年目 3年目

A 最低の危険度 RA の検証 RA の検証 RAの自動確認 RAの自動確認

B CBの遠隔審査
移行審査

CB 遠隔審査
認証審査

RA の検証 RAの自動確認

C CBの遠隔審査
移行審査

CB 実地審査
認証審査

CB 机上審査
監視審査

RA の検証

D CBの遠隔審査
移行審査

CB 実地審査
認証審査

CB 実地審査
監視審査

CB 机上審査
監視審査

E 最高の危険度 CBの遠隔審査
移行審査

CB 実地審査
認証審査

CB 実地審査
監視審査

CB 実地審査
監視審査

Version April 2022

https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/10/SCRA-Guidance-RACP.pdf
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サプライチェーンリスク査定 (SCRA)

Version April 2022

RACPマルチトレースでプロファイルを作成する際、組織から以下の情報がもたらされます。
これらのデータはSCRAの一部を成し、リスクを査定し、検証レベルを決定します。

• 施設の場所、国

• 施設の活動内容（つまり、売買、加工、倉庫、包装、小売/ブランド所有者）

• 施設で取り扱う、あるいは購入する作物

• 施設で物理的に製品を取り扱うかどうか

• 作物ごとの施設での取り扱う数量（認証＋非認証の総量）

• 施設の役割（すなわち、管理者かどうか）

• 施設が、第一バイヤーか

• 施設が使用する（認証に関する）表示の内容

• 施設が他のCoC（流通加工過程管理）/サプライチェーンスキーム（すなわち
有機、フェアトレード、GFSI, ISO、等）の特定の組み合わせの有効な認証
を所有しているか

https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%e5%8a%a0%e5%b7%a5-%e6%b5%81%e9%80%9a%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%ae%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e6%96%b9%e6%b3%95-%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%94%e6%a1%88/
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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
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小売および外食産業向け基準要件（リンク先は英語文書）

• 1.1.4 –デューデリジェンス

• 1.2.3 –下請業者、サプライヤーのリスト

• 1.4.1 –内部監査 (複数施設認証の場合)

• 1.4.2 –自己査定

• 1.5.1 –苦情解決制度

• 2.2.2 –トレーサビリティ

• 2.1.3 -レインフォレスト・アライアンス商標と表示の使用

• 2.2.4 -レインフォレスト・アライアンス表示と認証マーク使用の承認手順

• 3.2.3-3.2.7, 3.3.4-3.3.5 -作物部門ごとのSD/SI 要件

適用の可能性がある: レインフォレスト・アライアンス商標と表示

常に適用される

適用の可能性がある: 責任の共有

小売および外食企業に、15の要件が適用される可能性があります

さらに詳しくー小売り向け
ウエブーページ

Version April 2022

https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/12/RETAIL-List-of-Applicable-Standard-Requirements-.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%E8%AA%8D%E8%A8%BC/%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AE%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%AE%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6


トレーサビリティ要件

トレーサビリティはトレーサビリティ要件に従ってブランド所有者で終了する

従って、すべての自社ブランドの数量とノンブランド数量は、サプライヤーからブラ
ンド所有者まで、それぞれのトレーサビリティプラットフォームで報告する必要があ
ります。

• 自社ブランド所有者への販売登録を（トレーサビリティプラットフォームで）作成
します

• 認証マーク使用承認要請の場合、（どの企業が）ブランド所有者かを示します）

• サプライヤーからの取引入力内容を確認します（自動確認機能を使用することが可
能です）

• 請求書を保存して、取引内容と関連づけができるようにします

• 数量は、トレーサビリティアカウントから引き換える（Redeem)必要はありませ
ん

サプライヤーが行わなければならないこと

自社ブランド所有者が行わなければならないこと

17Version April 2022



レインフォレスト・アライアンス認証の費用は？

• 審査費 –検証レベルB-Eに適用されます。審査費用は、審査会社にお尋
ねください。

現在日本語で審査できる審査会社は以下の通りです。

BSI ジャパン Japan.RACoC@bsigroup.com

• 数量を基本とするロイヤルティ–サプライチェーンで1回のみ請求され、
小売り/ブランド所有者では直接生産者から購入している場合のみ適用
されます（レインフォレスト・アライアンスへの支払い）。

• 責任の共有 –茶類と直接生産者から購入している場合に適用されます

（生産者への支払い）。
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https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-much-does-rainforest-alliance-certification-cost/
mailto:Japan.RACoC@bsigroup.com
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/06/Rainforest-Alliance-License-Agreement-General-Terms-Conditions.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-program-shared-responsibility.pdf


4. いつ、どのように登録するのか

19



いつ、どこで登録するか

• UTZライセンスまたはレインフォレストアライアンス2015認可書を保持している小売業者
および外食企業は、現在のライセンスの有効期限が切れる前に、新しいレインフォレス
トアライアンスライセンスを取得する必要があります。

• UTZライセンスまたはレインフォレストアライアンス2015認可書を持たず、すでにレイン
フォレストアライアンス認証製品を自社ブランドで販売している小売業者および外食産
業企業は、2022年12月31日までに新しいライセンスを取得する必要があります。

• ライセンスの取得には最大6か月かかる場合があります。 2022年6月30日までにご登録く
ださい。

• 企業は Rainforest Alliance 認証プラットフォーム (RACP) から登録できます。
• 支援のためのデモンストレーションビデオがあります。（英語、フランス語、スペイン
語。現在公開内容は更新前のRACPでの登録ビデオガイダンスです。）

• 日本語での手引きも公開

登録方法

スケジュール

20Version April 2022

https://portal.utz.org/CertificateHolder_Registration/RegistrationInitial
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?k=4021f728bc&parent=34209


次の段階

• 登録

• 既にこのリンクから登録できます。

• 2022年6月30日: 登録の完了をお勧めします

• 2022年12月31日：認証取得期限

• サプライヤーに連絡して、新プログラムに登録していることと、使用しているト
レーサビリティの種類（完全分離 （IP, Mix IP)、同一性保持（SG)、マスバランス
（MB)ー該当するものすべて）を通知します。

• ご不明点は、カスタマーサクセスチーム customersuccess@ra.orgあるいは、担当
の市場担当マネージャーまでご連絡ください。

スケジュール

21Version April 2022

https://portal.ra.org/CertificateHolder_Registration/RegistrationInitial
mailto:customersuccess@ra.org


5. 登録方法のデモンストレーション



登録リクエストを送信する
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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）で
の登録方法

認証への登録手順の５つのステップ

• 有効化メールのリンクをク
リックし、パスワードを作成す
る

•この先の手順と認証のオプ
ションに関する情報を読む

•RACPにログインし、組織の
セットアップを開始する

•[施設/下請け業者を追加]を選

択し、要求されたすべての情報
を提供する

•概要ページで、入力を確認し、
貴社組織の事業体を追加する

•「認証範囲(Certification 

scope)」を開き、作物、活動、
施設を追加する

•入力指示メッセージが表示さ

れたら、場所ごとにサイトに関
する詳細情報を提供する

•認証範囲に含める必要のある

すべての施設を正確に追加した
ことを確認する

•すべての事業体を追加すると、
認証範囲を確認できます

•認証範囲内のすべての事業体

は、該当する要件に準拠してい
る場合に認証される

•範囲を確認し、入力指示メッ

セージが表示されたら質問に答
える

•該当する要件を確認またはダ
ウンロードする

•[検証レベルの計算]ボタンを

選択して、サプライチェーンの
リスク評価結果と次の手順を取
得する

•レインフォレスト・アライア

ンスが貴社のプロフィールを確
認すると、リスクの結果と次の
手順について連絡がある

• [組織>法務]タブを開き、該当
する場合は、組織を関連付けて
法的な階層を追加し、続行する

•レインフォレスト・アライアン
スはDocuSign署名手順を使用し
ていることに注意してください。
社内規定上使用できない場合は、
法的契約書を印刷し、署名して
メールでカスタマーサクセス
チームに送付する

•署名したら、[レインフォレス
ト・アライアンスに送信]ボタン
を使用して法的契約を提出する

•レインフォレスト・アライアン
スが提出物を確認する

•法的契約の状況は、「法的契約
の状況の概要」でいつでも確認
できます。

•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）にアクセスする

•選択肢から小売業者を選択し、
認証の要件を確認する

•貴社組織と現在のUTZおよび/

またはRAのIDに関する基本情
報を提供する

•利用規約に同意し、参加を送
信する

•数日以内に、有効化するため
のメールが届く。承認されない

場合、リクエストは拒否または
保留され、理由が通知される

組織情報を提出する 認証範囲の準備 認証範囲の確認 法的同意書の署名・アップロード

21 3 4 5

Version April 2022

https://portal.ra.org/CertificateHolder_Registration/RegistrationInitial
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登録の手引き

小売・外食企業、およびその他企業のご登録
につきましては、別添の手引きをご参照の上、
ご登録をお進めください。



6. 質疑応答

説明会中にZoomのQ&Aにいただいたご質問と
その回答です。
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番号 質問 回答

1

小売業者に該当するかのフローが途中で紹介されていましたが、PBのブランド
オーナーが委託先の企業で製造した自社ブランド製品を、直接消費者に販売せず
に、外食産業に販売している場合には、小売業者ではないかと思いますが、サプ
ライチェーンの認証範囲には入れなければならないという理解で合っています
か？

はい、ブランドオーナーは、ブランドオーナーとしてご登録、認証取
得いただく必要がございます。

2
小売り業、業務用様の登録については各自ご自分でするという事ですね
登録をされると ラベルなども各社それぞれできるという事ですね？

はい、そうです。

3
レストランなどの業務用関係の会社様はサプライチェーン関係での登録ですか？ どなたのブランド製品を提供されているかによります。自社ブランド

であれば認証取得が必要、他社ブランドであれば、不要です。

4

登録が必要な企業は、自社ブランド製品の購入に積極的に関与している小売、外
食が対象とのことですが、いわゆる輸入業者（ブランド保有者は現地サプライ
ヤーで,国内代理店事業者＝輸入者として関与）の場合は、積極的な関与に該当し
ない、
登録が必要な事業者ではないということでよいのでしょうか？

ブランド保有者が現地サプライヤーであれば、輸入業者は認証取得が
不要です。認証マーク等を日本語の後貼りステッカーなどにご使用の
場合は、別途認証マーク登録のためのご登録のみが必要となります。
ブランド所有者としての認証取得は不要です。

5
小売業も今後登録しないとPB商品を販売できなくなるという理解で宜しいでしょ
うか？

はい、PB製品を販売される場合は、認証を取得していただく必要がご
ざいます。

6

これは小売業者にも参画意識を持たせる狙いがあるのでしょうか？ はい、認証の保証、信頼性を高め、持続可能な農業をサプライチェー
ン全体で責任を共有し、生産者を支援するという考え方に基づいてい
ます。

7

現在、コーヒーロースターとして他社向けのみにRA豆を焙煎加工して販売してお
り、サプライチェーン関係者として登録しています。自社店舗も保有しています
が、今後RA製品を自社店舗で自社ブランドRA製品を販売する場合は、追加で小売
りとしての登録も必要ということでしょうか？

製造業者の場合、小売りのブランドではありませんので、小売りの登
録は不要です。

8
ブランドオーナーがグループ企業の場合、RFAのPB品を取り扱う全企業での登録が
必要でしょうか？

お取引、売買の状況をもう少し詳しくお聞かせいただきませんと、わ
かりかねますので、別途直接ご連絡いただけますでしょうか。

9

サプライヤーからの購入量（入庫）の確認と請求書提出のみが必要という理解で
宜しいでしょうか？最終消費者への販売量（出庫）の報告は不要という理解です。

はい、小売・外食企業のトレーサビリティ要件は、ご理解いただいて
いる通りです。請求書あるいは納品書は、ご提出いただくわけではな
く、審査あるいは、レインフォレスト・アライアンスの検証において、
提示を要求された際にご提示いただければ結構です。

10
冒頭にこの登録が 今認証を持っている会社のマルチサイトでの登録も可能なよ
うな説明がありましたが 可能なのですか？

冒頭にご説明したマルチサイトの登録は、小売り・飲食企業がグルー
プなど複数社ある場合などの場合のご説明です。
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番号 質問 回答

10’

その場合の登録は今認証をもっている会社が進めるのでしょうか？ マルチサイトの施設として登録をする場合は、もちろん親となる企業が登録・認証
取得を進めます。また、内部監査や、すべての管理、責任は親となる企業が負いま
す。

10’’
とすると他社とのRAの商品を扱う場合は 親に情報開示が必要ですね はい、そうです。

11

自販機で対象のコーヒー豆を販売の際は、レベル1で良いのでしょうか リスクレベルについては、実際にご登録いただきませんとわかりかねます。こちら
のご質問は、PB製品の販売を自販機のみで行うということでしょうか？できまし
たら、個別で直接ご相談いただけますと幸いです。

12

マルチサイト施設が、小売り及び外食の登録のみ、自社で登録を行うことは
出来ないと理解でよろしいでしょうか？

申し訳ありません、もう少しご説明いただけますか？マルチサイトは基本的に、親
となる企業のアカウントの下に施設登録を行いますので、小売り、製造にかかわら
ず、代表となる企業が登録を行います。

12‘

マルチサイトは製造者として施設登録済みですので、小売りとしての登録は
必要無いということですね？

製造者のブランドの場合は、別途小売りとしての登録は不要です。

13

RFA製品をプライベートブランド製品あるいはノンブランド製品として販売
しその契約にも関わっている事業体も登録対象とのことですが、当該製品の
原料にRFAを使用しているがRFAを謳わない場合でも登録対象になりますか？
あくまでもRFA使用を対外公表（HPや製品パッケージなど）する場合におい
てのみ適用との理解で良いでしょうか？

はい、レインフォレスト・アライアンス認証を一切謳わない場合は、非認証と同じ
扱いですので、認証は不要です。ただし、外部からの質問に対して「サステナブル
な調達のためにレインフォレスト・アライアンス認証を使用しています」といった
ことも一切言うことはできません。まったくの非認証品として扱っていただきます。

14
認証を受けている製造企業が、その企業名でそのまま販売する場合は、新た
に小売りの登録をする必要はないという認識であっていますか。

はい、合っています。

15

弊社は製造メーカーです。お客様の認証PBコーヒー製造しておりますが、問
屋様を経由して販売者様へお届けしています。マーケットプレイス上の登録
はどのようになりますでしょうか？

PBのブランド所有者（販売者）のみ、登録・認証取得が必要です。最終製品の場
合、問屋様のご登録は不要です。

16

コーヒーの場合は、90％以上の認証原料の配合率が必要との認識ですが、完
全分離(SG)の場合は、異なる生産国の混合は合っても非認証/認証は混合は
NGと認識しております。

はい、おっしゃる通りです。SGであっても、トレーサビリティ上は１００％認証
品です。トレーサビリティプラットフォームは、認証原料のみを登録するものです。

17

ということは、認証原料90％で農園までトレースできない場合は、同一性保
持と完全分離ではなく、マスバランスということでしょうか。

先ほどコーヒーでお尋ねかと思いますが、コーヒーにマスバランスはありません。
また、トレーサビリティプラットフォーム上は、あくまでも認証コーヒーのみのト
レースになります。
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番号 質問 回答

18
コーヒーの場合、数量は販売者様が取り扱う非認証含めたすべてのコーヒーの量
ですか、もしくは非認証を含めたPBコーヒー製品の総量でしょうか？

登録時に確認されるのは、認証、非認証、PB、NB含めた総量です。

19

判断基準に「貴社では、レインフォレスト・アライアンス認証製品を、プライベートブラ
ンド製品あるいはノンブランド製品として販売していますか？」とありましたが、この販
売とは、パッケージに入った商品は売らず、喫茶店でコーヒーを提供しているだけの店は
対象外ですか。

対象となります。最初にご説明しましたが、ロースターのブランドのコーヒーを
提供している場合は対象外、お店専用のPB製品を企画し、製造依頼し、店頭で提
供している場合は、対象となります。

20

マークのダウンロード・使用申請などはまだマーケットプレイス上で行うのでしょうか？
いつのタイミングでRACP上より行うようになりますか？操作マニュアルもあればお願い
します。

はい、認証マーク、商標使用申請は引き続きマーケットプレイスです。ライセン
ス同意書のご署名、認証取得後、RACP上に出るアクセスボタンからマーケットプ
レイスに移動して申請ができます。今のところ、RACPへの完全移行のタイミング
はわかりかねます。マーケットプレイスの操作マニュアルがご入用の場合は、
customersuccess@ra.orgにお問い合わせください。

21
認証を受けている企業名の商品を、小売店がブランド変更せずにただ販売するだけの場合
は、その小売店は登録不要という認識であっていますか。

はい、合っています。

22
アカウントを取られた取引先は、メニューやWebの原稿確認は、メーカーに頼まず直接申
請ができるようになるということですか。

はい、直接ご申請いただけます。

23

ご回答ありがとうございます。90％のブレンド（農園等迄トレース不可）の場合は、レイ
ンフォレスト・アライアンスの訴求は可能だが、完全分離(SG)の扱いと認識致しました。

はい、そうです。

24

今後小売店での登録が必要になる旨については、あくまで製造メーカーから小売店へ依頼
するということでしょうか。

はい、こちらに直接お問い合わせが無い場合が多いので、メーカー様にご協力い
ただけると幸いです。実際のご説明や、ご登録の支援は、私どもがいたします。

25

登録に関するマニュアルはいつ頃頂けますか。 アップデートされるRACPユーザーマニュアルについては現在作成中となります。
完成後共有させていただきます。
なお、現在ご使用いただけるRACPについては既にマニュアルの準備がございます。
https://stichtingra.resourcespace.com/pages/collections_featured.php?k=0d50ece936&p
arent=28716

26

聞きそびれでしたら大変申し訳ございません。コーヒーの総量登録の件ですが、認証・非
認証・PB,NB含めた総量ということでしたが、ある一定の期間に使用する珈琲使用量とい
う認識でよろしいでしょうか。

はい、今後１２か月の予定数量をお答えいただきます。数量がわからない場合は
直近1年間の数量をご参照ください。

27

輸入卸は、認証不要ですか。 ブランド保有者が現地サプライヤーで、最終製品の輸入であれば、輸入業者は認
証取得が不要です。最終製品であっても、認証マーク等を日本語の後貼りステッ
カーなどにご使用の場合は、別途認証マーク登録のためのご登録のみが必要とな
ります。ブランド所有者としての認証取得は不要です。



7. まとめ
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まとめ

• この説明会の録画は、資料と同じウエブページに掲載します。

• スケジュール

• 登録は、開始いただけます。こちらから

• 2022年6月30日: 登録の完了をお勧めします

• 2022年12月31日：認証取得期限です

• 手引き文書

• 支援が必要な際は、カスタマーサクセスチーム customersuccess@ra.org

へご連絡ください。

Version April 2022

RegistrationInitial
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection32113
mailto:customersuccess@ra.org


参考資料
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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。

• 新2020認証プログラム 基準要件、付属文書 （日本語）

• サプライチェーン要件

• 付属文書6 トレーサビリティ

• 付属文書14 責任の共有

• 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）

• マルチトレース茶類手引き（日本語）

https://www.rainforest-alliance.org/ja/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e5%90%91%e3%81%91/2020%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/2020%e6%8c%81%e7%b6%9a%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%aa%e8%be%b2%e6%a5%ad%e5%9f%ba%e6%ba%96-%e3%82%b5%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3%e8%a6%81%e4%bb%b6/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e4%bb%98%e5%b1%9e%e6%96%87%e6%9b%b8-s6-%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e4%bb%98%e5%b1%9e%e6%96%87%e6%9b%b8-s14-%e8%b2%ac%e4%bb%bb%e3%81%ae%e5%85%b1%e6%9c%89/
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://learn.ra.org/mod/book/view.php?id=45419


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)

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%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/


生産地での投資に関する信
頼できるデータと透明性
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なぜ小売と外食企業に認証とトレーサビリティが
必要なのか

サプライチェーン関係者は、
生産者の持続可能性への取
り組みを認識して奨励し、
改善を可能にする投資計画
に貢献するために、サステ
イナビリティ差額を支払う

生産者は持続可能な農業慣
行を採用し、投資について
報告するように奨励されて

います

ブランドは、リスクや
ギャップ、持続可能な生産

のための費用
についてより良い洞察を

持っています

ブランドは持続可能な方法
で調達することにより、リ
スクを軽減し、ブランド価

値を向上させます

ブランドは、データを使用
して、持続可能性への影響
と確約を報告します

生産者はサステイナビリ
ティ投資を使用して、継続

的に改善します

改善された農場の成
果（レインフォレス
ト・アライアンス
2020持続可能な農業
基準による）

サプライチェーンに
おける、改善された
持続可能性復元力

長期目標

責任の共有ー好循環

農場からブランドまでの
保証、透明性、トレーサビ

リティの向上

原則 成果 中期目標

ブランドはデータを使用し
て、投資をより適切に管理

します

Version April 2022



rainforest-alliance.org
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