
コーヒートレーサビリティの更新
マーケットプレイス2.0から
マルチトレースへの移行
レインフォレスト・アライアンス

オンライン説明会

2022年6月2日 上松紀代子、一倉千恵子



本日の予定

1. トレーサビリティ要件ー2020持続可能な農業基準で何が新しくなったか

2. マルチトレースコーヒートレーサビリティとマーケットプレイスの主な違い

3. マルチトレースでの貴社アカウントの管理

4. マルチトレース上のコーヒートレーサビリティデモンストレーション

1. 商社/加工者としての販売登録の仕方 (single and multiple 
shipments)

2. 商社/加工者としての認証数量への作業の登録(混合、変換、引換、削
除など）

3. アカウントの統合の方法
5. まとめと資料

6. 質疑応答

ご質問は、ZoomのQ&Aのところにご記入ください。



1．トレーサビリティ要件ー2020持続可
能な農業基準で何が新しくなったか

3



4
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従来のプログラム 2020 RA 認証プログラム

取引は、取引が行われた暦四半期の終了
から30日後に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る。

取引は、出荷が行われた四半期の終わりから遅くとも2

週間後に報告される。

法的な所有権の変更が発生した場合、認
証保有者はトレーサビリティシステムで
取引を報告する必要がある。

加えて、認証保有者は、受信側の認証保有者がその数量
で何らかの処理作業を行う場合、認証の範囲外の認証済
み製品の物理的な動きを報告する必要がある。

UTZ: プレミアムの支払いは、要件であり、
マルチトレースで報告する。
旧RA: プレミアムは要件でも、報告義務
もない。

農場認証保有者は、各マルチトレースの取引で、契約で
合意した、SDとSIの金額を記録する。第一バイヤーは確
認をする。

「利用権利」を代行するCoC基準 農場認証保有者の代わりにトレーサビリティを登録する
サプライチェーン認証保有者は、農場認証保有者によっ
て、そのような活動を行うための書面による委任が付与
される

旧トレーサビリティ要件からの変更
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従来のプログラム 2020 RA 認証プログラム

ガイダンス/変換要件の適用 認証数量で加工作業が発生した場合は、変換を報告す
る必要がある。

マルチトレースは、「純正品」のみを
取引

認証数量を、より大きな製品（コールドブリューコー
ヒーなど）に使用する場合、ユーザーは複数原料の製
造を報告する。

ガイダンス/出荷(outgoing)取引要件の
適用

最終消費者向け製品として包装され認証マークが貼付
された数量は、トレーサビリティプラットフォーム上
で引き換える(Redeem)必要がある。

非認証品として販売された数量、または製品の損失や
欠陥のために認証品として販売されなかった数量は、
トレーサビリティプラットフォームから削除する
(Remove)必要がある。

トレーサビリティは、最終消費者製品
の製造者で終了

トレーサビリティは、ブランド所有者または小売業者
まで拡大
（追加の手引きを準備中）

旧トレーサビリティ要件からの変更



2．マルチトレースとマーケットプレイス
の主な違い
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マルチトレースとマーケットプレイスの
主な違い
• マーケットプレイス 2.0から移行された取引証明書は、マルチトレースの在庫(Stock 

Positions) に入っています。

• マルチトレースで利用可能なトレーサビリティレベル：IP(同一性保持）, 混合IP; 分離
(Segregated)

• マルチトレースの取引は、積極的に「確認する(Confirm)」必要があります。購入者側
は、個々の販売者ごとに信頼できる販売者の状況を確立して、入荷される数量を自動的
に確認（Confirm）できます。

• 製品タイプ名が変更されました（移行ガイドの4ページを参照）

• マルチトレースでの変換(Conversion)は、販売取引とは別に在庫レベルで実行されます。

• マルチトレースユーザーは、混合（mix）作業を実行することにより、複数の入力を転
送できます

• トレーサビリティを実行するために「出荷製品(output product)」は不要になりました

• トレーサビリティを実行するために「サプライヤーと顧客（Supplier & Clients)」は不
要になりました

• 使用可能な参照(Reference)フィールドが変更されました

コーヒーのトレーサビリティの
「マーケットプレイス2.0」から
「マルチトレース」への移行準
備のためのご案内

https://dam.ra.org/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=4494&ext=pdf&k=


3．移行後のマルチトレースでの
貴社アカウントの管理
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暫定的なアカウント管理とトレーサビリティ

• 2020RA持続可能な認証ライセンス、RA2017ライセンス、UTZライセンス
に紐づくアカウントは、どの数量もあらゆる取引が可能

• 貴社組織は最終的に、2020ライセンスに関連付けられたアカウントから
すべてのトレーサビリティを管理します。旧アカウントで発生する暫定
的なトレーサビリティ活動を統合することができます

目的のアカウントのメンバーID（RA_0000000000またはME01_0000）をサプ
ライヤーに伝えます。また、貴社の販売先にこの情報を要請してください。

2020認証に基づくライセンスを所有する組織 2020認証に基づくライセンスをまだ所有しない組織

貴社サプライヤーに2020ライセンスに基づく
アカウント番号を知らせる(RA_00000000000)

一つの旧マルチトレースアカウントを選択し、貴社
サプライヤーにこのアカウント番号を知らせる

(ME01_0000)

プレミアムについて

➢ RA 2020数量では、
第一バイヤーによる
SD/SIの支払いが必要。
マルチトレースに記
録する必要がある

➢ UTZ数量には、第一バ
イヤーによるプレミ
アムの支払いが必要。
マルチトレースに記
録する必要がある。

➢ RA2017（旧）RA数
量にはプレミアム要
件はない
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貴社のアカウントを利用するには？
すべての数量がマルチトーレスに格納されていますが、異なったウエブサイトから利用する必
要があります。

レインフォレスト・アライアンス2020ライセンスアカウント ( 

RACP経由)

• ログインページ

• マルチトレースは、RACPのトレーサビリティというタ
ブから使用する。（有効なライセンスを取得すると、
このタブが表示されます）

UTZ ライセンスアカウント (マルチトレース経由)

• ログインページ

レインフォレスト・アライアンス2017ライセンスアカウント(マル
チトレース経由)

• ログインページ

• 移行後のアカウントに初めてログインする場合
1. マーケットプレイスのユーザー名を入力してください
2. パスワードをリセットします（「forgot password/パスワードを忘
れた」をクリック）

3. 登録したメールアドレスに、マルチトレースにログインするための
リンクが届きます。リンクを利用して、パスワードを設定します

4. メールが届かない場合は、customersuccess@ra.orgまでご連絡く
ださい

トレーサ
ビリティ
用のマー
ケットプ
レイスは、
入力には
使用でき
ません。
古いデー
タの確認
のみ可能
です。

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
https://portal.ra.org/Portal/Login.aspx
https://portal.ra.org/Portal/Login.aspx
mailto:customersuccess@ra.org
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マルチトレースでは、新旧かかわらず取引可能

新認証番号 RA＿ｘｘｘｘｘ

旧認証番号 ME01＿ｘｘｘｘ 旧認証番号 ME01＿ｘｘｘｘ

新認証番号 RA＿ｘｘｘｘｘ

貴社が新認証トレーサビリティ用アカウント番号を取得している場合、販売先が旧認
証トレーサビリティ用アカウント番号しか持っていなくても、貴社新認証トレーサビ
リティ用アカウント番号に販売可能。

貴社が旧認証トレーサビリティ用アカウント番号しかまだない場合、販売先がどちら
の認証トレーサビリティ用アカウント番号を使用していても、貴社旧認証トレーサビ
リティ用アカウント番号に販売可能。
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アカウント統合のヒント

• 数量を主要なトレーサビリティアカウントに統合するには、2つの方法があります。ガイダンスビデオはこちら
にあります。

1. 個別の取引
2. エクセルによる（まとめた）取引

• アカウントの統合中は、少なくとも1つの主要な参照（リファレンス）番号を維持することに注意してください。

• 関連するマーケットプレイスTC番号は、新しいアカウントの在庫の[購入者参照/buyer reference]

フィールドに表示されます。
• マーケットプレイスのユーザーは、マーケットプレイスに再度ログインして、取引証明書に関連する
データをExcelに取り込むことできます。これにより、移行されたTCに関連付けられた以前の参照情報
を得ることができます。

• 購入者参照/buyer referenceフィールドは、マルチトレース上の取引で検索時最も有効な参照情報（リ
ファレンス）です。

• 主要なアカウントに販売する場合は、関連する古いマーケットプレイスTC番号（またはPO、契約など
の代替の主要参照）を[購入者参照/buyer reference]フィールドに含めることをお勧めします。

• RAのメンバーディレクトリ（マルチトレース経由でアクセス）
を使用して、貴社の既存のUTZおよびRA2017トレーサビリティ
アカウントをすべて識別します。 RA2020ライセンスをまだお
持ちでない場合は、どちらが主要なトレーサビリティアカウン
トになるかを検討してください。

• 主要なトレーサビリティアカウントのアカウント番号をサプラ
イヤーに伝えます。

https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection276613
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マルチトレースの便利な機能

• チャットボックスで直接、その場で支援が受けられます。
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マーケットプレイスについて

• トレーサビリティの作業は、マーケットプレイス上では行うことがで
きません。過去のTC番号、参照のご確認のため、情報を見ることは可
能です。

• マーケットプレイス2.0は、引き続き認証マーク使用申請に使用します

• マーケットプレイス2.0上の「アウトプットプロダクト」は、認証マー
ク使用申請には必要ですが、トレーサビリティには不要です。マー
ケットプレイス2.0とマルチトレースは、繋がっておらず、情報の行き
来もありません。



4．デモンストレーション

• 商社/加工業者としての販売の登録
• 商社/加工業者としての作業内容の登録 (混合、変換、引換、削除等)

• 複数原料（Multi-ingredient)の登録
• アカウント統合の仕方



5．まとめと資料
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コーヒーパートナー向けの2020認証の開始を支援
するための措置に関する注記

• トレーサビリティ: トレーサビリティを小売業者に送るための段階的なアプローチを取
る

• IT システム: ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにRACPの新機能が公開された

• 移行期間の延長: 農場認証保有者は、最初の移行審査を2022年9月30日までに受け

ることができ、さらにもう１回移行審査を受ける。サプライチェーン認証保有者は、認
証機関の引き受け可能性で制限される場合、9月30日まで認証審査を受けることができ
る。

• 手引き文書とツール: パートナー生産者/企業からのフィードバックに基づいて、重要な

文書を簡素化するための作業を実施中。

• 個別の支援: 2020 認証の移行の進捗状況と理解を支援するために、現地訪問とパートナー

への電話を行い、基準を改善するための移行に関する経験についてパートナーとさらに協議。

• 供給不足と数量の事前承認方針: サプライチェーンの混乱を最小限に抑えながら信
頼性を保護する

How to Transition to 

the 2020 

Certification 

Program: Guidance 

for Coffee Sector 

Supply Chain Actors

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/new-measures-for-supporting-transition-to-2020-sustainable-agriculture-standard/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9-2020-%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b9-2020-%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/tag/binding-documents-ja/
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%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%b8%e3%81%aecovid-19%e9%96%a2%e9%80%a3%e5%af%be%e7%ad%96/
https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/policy-on-measures-to-address-shortages-of-rainforest-alliance-certified-volumes-during-the-transition-period/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-to-transition-to-the-2020-certification-program-guidance-for-coffee-sector-supply-chain-actors/
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有益なリンクとサポート資料

コーヒー部門のサプライチェーン関係者向けに、ra.orgにハブWebサイトを作成しまし
た。Transition Guidance for Coffee Sector Supply Chain Actors（英語版のみ）

本日のオンライン説明会に関係するリンク

• 今日の説明会の録画とプレゼンテーション資料 (こちらに掲載予定)

• コーヒートレーサビリティのマーケットプレイスからマルチトレースへの移行手引き

• マルチトレースユーザーガイド

• トレーサビリティ手引き文書

• 付属文書S６:トレーサビリティ

• ２０２０認証基準実施ガイド（英語版のみ）

• コーヒーのトレーサビリティデモビデオ（英語版のみ）ー日本語は本日のデモをご参照ください

• エクセルアップロード、アカウント統合の手引きビデオ（英語版のみ）ー日本語は本日のデモを

ご参照ください

今後の英語版オンライン説明会の予定はこちら

さらなるご質問は CustomerSuccess@ra.org まで。

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/ja/press-room/
https://www.rainforest-alliance.org/recordings-from-thrive-together-webinar-series/
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection263522
https://learn.ra.org/mod/book/view.php?id=30234&chapterid=9611&lang=ja
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/traceability-guidance/
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/wp-content/uploads/2021/07/guide-implementation-sustainable-agriculture-standard.pdf
https://dam.ra.org/pages/search.php?k=1a5b1cf1e7&search=%21collection181845
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=273555
https://www.rainforest-alliance.org/events/
mailto:CustomerSuccess@ra.org


6．質疑応答
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番号 質問 回答

1 複数原料の製造の報告とは 液体コーヒーでは その液
量の報告という事ですか？

はい、複数原料の報告では、該当する複数原料製品の重量も報告します。つまり、
コーヒー（複数原料製品・液体）としての重量と、その内の認証コーヒーの使用
数量を登録します。販売する時はコーヒー（複数原料製品・液体）として販売し
ます。

2 混合IPについて詳しく教えて頂けます？ IPは、認証農園までさかのぼれるトレーサビリティレベル（種類）です。混合IP

は、このIPを複数混合（ブレンド）していますが、引き続きどの認証農園産の
コーヒーがブレンドされているか、認証農園まで遡れるトレーサビリティレベル
です。

3 Confirmの要請は毎回メールでRA様より届くのでしょう
か？

はい、自動的にメールが発信されます。受け取りたくない場合は、マルチトレー
スで受け取らないよう設定することも可能です。詳しくはマルチトレース（オン
ライン）ユーザーガイドの4.9通知メールをご確認ください。

4 Confirmed後に修正箇所を発見しReserveした場合
sellerに連絡がいくのですか？再度sellerに新規で入力し
て頂く必要があるのですか？

はい、そうです。Reverseすると、sellerに数量等の販売報告に対するキャンセ
ルを要請することになります。Sellerはその申請をConfirmし、再度販売を登録
を行う必要があります。

5 Buyerのreferenceとは、SellerとBuyer間の契約番号の
事でしょうか。

契約番号でも結構ですし、ICO番号、BL番号等、お互いが確認できる番号等を決
めていただければ結構です。

6 profileやlicenses等のタブが表示されていないのですが、
権限の問題でしょうか？dashiboardとtrade＆stockし
か表示されていません。

RACPから入るマルチトレース（新認証に紐づくアカウント）上では、Profileや
Licenseの表示はありません。これらの情報は、認証プラットフォーム（RACP
）の別のタブでご確認いただけます。従来のマルチトレース（旧RA,UTZ認証に
紐づくアカウント）上で、Profile,Licenseタブが表示されていない場合は、カス
タマーサクセスチーム(customersuccess@ra.org)までお問い合わせください。

7 Report new Conversion でのInput SubProduct

Output SubProduct などで右の▼を押しても何も出
てこないのですが？

反応が遅いことがあるので、少し時間がたってから再度▼をクリックしてくださ
い。

8 購入側でCONFIRMしたのちに右端に出てくるPDFを押下
して出てくるのは、TCに代わる証明書でしょうか？
また、販売側として登録をしたのち、TCに代わる証明書
はどの段階で出せるのでしょうか？

そうです。PDFがTCに代わる証明書です。各取引番号をクリックし、取引の詳細
を確認していただく画面（Details)内右上にPDFというボタン、またConfirmして頂
いた取引については、Tradeタブ内の一覧上にPDFのダウンロードボタンがありま
す。
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番号 質問 回答

9 Conversion Rateが1.0の場合(生豆での販売のみなど)は
Conversionの入力は不要ですか？

生豆で仕入れて、生豆で販売する場合、Conversion の登録自体が不要です。
製品の状態を「変換」する場合に、Conversion の登録が必要となります。

10 ①生豆+生豆のブレンドでの焙煎転換について教えて頂けま
すか

ブレンドをしてから、変換してください。２つの異なる作業は一度に登録で
きません。

11 上記のミックス生豆を焙煎した場合は 変換をするのです
ね？

はい、まずミックスで登録、その後変換で焙煎を登録します。

12 Marketplace 2.0のApproval Request機能はいつ移行されますで
しょうか？また、本日ご説明はありますでしょうか。

Approval request 機能とは、認証マークの使用申請のことでしょうか？当面
マーケットプレイスを使用します。

13 RA生豆とRAでない生豆のMIXの場合は、どのようなインプッ
ト方法になりますでしょうか？

非認証豆はトレーサビリティプラットフォーム上にありませんので、Mix登
録をする必要がありませんし、することができません。

14 認証豆、非認証豆をMIXして、認証製品としてSellする場合、
Volumeはどうなりますか？新プログラムでは、認証含有
率：90～99%、旧プログラムでは認証含有率：30～99％の認
証製品がございます。

非認証豆はマルチトレース上にありませんので、Mix作業は不要です。認証
豆単体での追跡となります。

15 焙煎した認証コーヒーと非認証コーヒーをブレンドして販
売する場合、multi ingredientに登録するんでしょうか？

マルチトレース上で登録されているのは認証コーヒーのみですので、非認証
コーヒーとのブレンド作業は登録不要です。

16 仮にRA認証Brazil4/5を30％使用した認証製品があった場合、
小売り側へのSellのVolumeは販売数量×30％でよろしいで
しょうか。

はい、トレーサビリティプラットフォーム上にあるもののみしか、登録はで
きませんので、認証品のみが対象となります。

17 RACPからMultiTraceに入った場合はマーケットプレースから
移行した在庫を見ることはできないのでしょうか。

マーケットプレイスから移行した在庫のあるマルチトレースアカウントから、
RACPアカウントに販売する形で数量を移動すれば見る事ができます。

18 小売業者のPB製品を製品を出荷する際、小売業者の認可書
を確認する必要はありますか。認可書がない場合は出荷で
きませんか。

はい、そうです。販売する際は、販売先が有効な認可書・ライセンスを所持
している必要があります。

19 ConversionRateが設定値を超える場合どうすればよいです
か？

レインフォレスト・アライアンスにご連絡ください。本部部門責任者との相
談が必要な案件となり、申請が必要です。該当する製品がある場合は詳細を
製品単位で申請してください。
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番号 質問 回答

20 オンラインマニュアルのURLを教えてください。 資料にもリンクを貼ってあります。
https://learn.ra.org/mod/book/view.php?id=30234&chapterid=9611&lang=ja

21 Remove登録後に変更をしたい場合、Remove登録を
Reverseしやり直すことは可能でしょうか？

Removeの登録キャンセルとしてReverseが可能です。

22 以前マーケットプレイスにて入力した数量を変更したい
場合は、変更可能でしょうか。

貴社でマーケットプレイス上で数量を変更することはできません。

23 以前マーケットプレイスで登録した数量を変更できない
件、変更したい場合はどのように対応すればよいでしょ
うか？

対応可能か否かについては、内容把握後に本部担当者と相談が必要となります。
カスタマーサクセスチーム（cusotmersuccess@ra.org）まで詳細を添えてご連絡
をお願いします。

24 PB製品を問屋を介してブランドオーナーへ販売する場合、
マルチトレース上も問屋へ販売するのでしょうか。

PB消費者向け最終製品の場合、問屋、卸、帳合は認証取得・トレーサビリティ
登録は必要ありません。直接ブランド所有者に販売を登録してください。

25 来年以降の監査で2項トレーサビリティを監査される際、
RAから始まるマルチトレースのみが確認されるのでしょ
うか？それともMEから始まるマルチトレース情報も確
認されることになるのでしょうか？お教えください。

基本的に、次回の審査までにMEから始まるアカウントは使用できなくなります
ので、それまでに現在ご説明している方法で、新しいアカウントに数量を移行し
ていただきます。ですので、次回の審査で確認するのは、基本的にRAで始まる
アカウントの内容になります。ただし、タイミングによっては、前審査以降の審
査対象期間分として、MEのアカウントでの登録内容も確認対象になります。

26 2020認証取得後、旧アカウントからRACPアカウントへ在
庫の販売報告はいつまでに全量行う必要がありますで
しょうか？期限はありますでしょうか？

旧アカウントのライセンスが切れる前に、数量の移行を行ってください。

27 旧アカウントが切れる時期について、目途を教えてくだ
さい。

各社お持ちの認証・認可の期限によって異なります。自社でご確認ください。

28 旧アカウントのライセンスが切れたあとに旧アカウント
で入力したSellのインプットを変更することは可能で
しょうか？

ライセンスが切れた後は、作業はできません。ライセンスが切れる前にもれなく
作業を終了させてください。

29 小売業者のPB製品を製品を出荷する際、先様で認可書が
ない場合は出荷できない。とのQ&Aがございましたが、
義務化はいつからでしょうか。未だ許可書がない小売業
者および外食産業が90％いるかと思います。

既に認証製品を販売している小売り・外食企業の認証取得期限は2022年12月末
です。

mailto:cusotmersuccess@ra.org
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番号 質問 回答

30 buyer側は、移行作業回避の為にMEへの新規販売登録を、
RA新認証を取得するまではsellerに待ってもらうほうが
いいのでしょうか。

sellerは、sellerで販売登録する義務がありますので、基本的に移行作業回避のた
めに新規登録を待つことはできません。

31 MEのアカウントは今後使用不可とのことですが、MEア
カウント（旧マーケットプレイス）にかなり過去の非認
証に転用した生豆在庫がリストに残っています。その在
庫については、そのままの状態にしていても良いので
しょうか。それとも、アカウント消失前までにすべて
RMOVE処理をしなけらばならないのでしょうか。

すべてRemove（削除）していただくのが要件となっています。本来マーケット
プレイスで作業すべき数量あマルチトレース上にそのまま移行されている場合、
マルチトレース上ですべて削除してください。

32 2020認証取得、かつ旧アカウントからRACPへ在庫を移管
後、旧アカウントのライセンスが切れる前に失効させ、
サプライヤーが誤登録することを防ぐ等の対応は可能で
しょうか？

アカウントのライセンスを失効させることはできませんが、旧アカウントからす
べての在庫数量を新アカウントへ移行したのちに非アクティブ化することは可能
です。ご希望の場合はカスタマーサクセスチーム（Customersucceess@ra.org)ま
でご連絡ください。ただ誤登録を避けるためにも、サプライヤーへ新しいアカウ
ントを速やかにご連絡ください。

33 旧アカウントのライセンスが切れたあとに、RACPに在庫
の販売報告をし忘れたしまった在庫があった場合の対応
方法を教えてください。

カスタマーサクセスチーム（Customersucceess@ra.org)までご連絡ください。

34 sellerの販売登録は実際に販売が行われてから期限はござ
いますか。

暦四半期＋2週間が要件です。ただし、貴社より下流の企業（販売先）がある場
合は、その企業も登録する必要がありますので、できるだけ速やかに販売登録を
行ってください。

35 販売報告を受けて７日の間に確認、処理を行うと言われ
てましたが、7日過ぎてしまったらどうなりますか？

審査の際、不適合とみなされる場合があります。

36 小売業者、外食産業はほとんど登録できていないかと思
います。再度アナウンスされる予定はないでしょうか？

レインフォレスト・アライアンス側では、大半の小売り・外食企業について、ど
の企業がＰＢ製品で販売されているのか、情報がありません。ロースター各社の
営業ご担当者から対象となるお取引先企業（PB製品販売先）へのご案内をお願
いいたします。




