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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• 本認証取得手続きに伴い、RACP上での登録情報、ライセンスの更
新手続きが必要となります。

主なステップは以下のとおりです：

1. RACPへのログインとライセンス失効期限の確認

2. Pendingのステータスを持つライセンス情報の確認と更新

3. 認証の範囲の確認、適用要件の確認、サプライチェーンリスク査
定を受ける（サプライチェーン認証のみ）

4. サプライチェーンリスク査定の結果を受け取り（サプライチェー
ン認証のみ）、認可または認証審査の準備を行い、認可または認
証審査に備える

5. 認可/認証書、ライセンスをライセンス失効期日までに取得する
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• RACP（https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login）
へのログイン

注意：

✓ 正しいプラットフォームを使用されて
いるかを確認してください。

✓ ユーザー名は、RACP作成時に登録頂
いたメールアドレスです（但し、ご自
身で変更された方、ユーザー追加の際
にメールアドレス以外で登録された方
は除きます）。

✓ ログインパスワードをお忘れの場合は、
Forgot your password?をクリック。
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• 貴社のライセンス失効期限を確認してください。

原則、失効期限6か月前からRACP上でのライセンス更新手続きが可能となります。
現在のシステム仕様上、メールで更新に関してお知らせは行っておりません（今後、
システム仕様が変わる可能性はあります）。必ず、ご自身で確認してください。

• 本認証からは認証（認可）書の有効期限は3年間ですが、ライセンスは1年間の有
効期限で毎年更新手続きが必要です。毎年行われるサプライチェーンリスク査定
の結果（検証レベル）に基づき、審査の種類が定義されます。

2020認証と審査規則第1.2版
についてはこちら

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/2020-%e8%aa%8d%e8%a8%bc-%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%a6%8f%e5%89%87/
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• Pending表示のライセンスの確認と更新を行います。

ライセンスの更新期限が迫ってくると、RACP
にログインをした際に、ライセンス更新を行う
かを問う質問ボックスが表示されます。「はい
/Yes」で回答して頂くと「認証の概要」ページ
が開きます。
もしくは、「承認と有効性を確認するには、こ
ちらをクリックしてください」をクリックして、
「認証の概要」ページを開き、Pendingのス
テータスを持つライセンスのページを「Edit」
ボタンをクリックして確認、適宜情報の更新を
行う。
Pendingのステータスを持つライセンスの表示
については、原則、現在有効なライセンスの失
効期限6か月前からの表示となりますことに留
意してください。
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• Pending表示のライセンスの確認と更新を行います。

「認証の概要」ページで前回認証取得時登録された情報が引き継がれる形で予
め登録されています。

登録されている情報を「編集（Edit）」ボタンをクリックし、必ず確認し、新た
に取り扱う作物、入荷（Input）/出荷（output）、取り扱い数量、作業
（Activity）、トレーサビリティの種類、その他認証書がある場合は適宜追加更
新し、認証に関する質問に回答してください。
新たに認証の範囲として追加したい施設がある場合は、「新しいサイトを追加
してください（Add new site）」のボタンをクリックすることで登録可能です。
不要な登録内容の削除も可能です。

注意：

✓ 登録情報のほとんどは選択
性ですが、記入項目につい
ては必ず英語でに記入して
ください。

✓ 原則、1社1アカウントです
べての施設/圃場、業務を管
理します。

✓ 認証の範囲として含めるこ
とのできる施設は同じ地理
的領域内である必要があり
ます。

✓ 登録情報は貴社の認証の範
囲を定義するものです。正
確な情報を反映させてくだ
さい。

✓ また、マルチトレースの使
用機能は、認証の範囲（特
に取り扱う作物、トレーサ
ビリティの種類、作業）を
反映します。トレーサビリ
ティの種類は、事前にご登
録がないと、契約外のト
レーサビリティの種類で販
売されても一切の作業がで
きません。特にIPとSGは、
リスクレベルに違いは出ま
せんので、両方ご登録にな
ることをお勧めします。

認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.rainforest-alliance.org/business/geographical-scopes-rainforest-alliance-2020-certification-program/&data=04|01|DKoreniushkina%40ra.org|1ffce10672014b2096ee08d8b7b05c5b|ad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c|0|0|637461315407155693|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=UcMHHIg1u4rItBv5C8sPNNZhk7YeWR9zFLUeSZAej88=&reserved=0
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• 認証に関する質問：
• この場所はレインフォレスト・アライアンス認証製品を購入する予定がありますか(その製品の法的所有権を持つ

こと）？もしこのサイトがレインフォレスト・アライアンス認証製品を購入する場合、「はい」とお答えくださ
い。もしほかのサイトが、あなたが触れた製品の購入に責任を持つ場合は、「いいえ」とお答えください。

• この場所はレインフォレスト・アライアンス認証製品を農場の認証保有者から直接購入すること(その予定)はあ
りますか？もしお客様は農場以降の輸入業者や他の事業者から製品を購入したら、この質問に対して「いいえ」
と答えてください。

• この場所はレインフォレスト・アライアンス認証製品を物理的に処理する予定がありますか？ お客様はレイン
フォレスト・アライアンス認証製品を受け取るサイトで様々な関連活動を行う場合は、「はい」と答えてくださ
い。処理する場所の例としては、パッカー、加工業者、倉庫でも良いです。

• Does this location (plan to) only handle products that are Rainforest Alliance Certified? i.e. NO products 
at this location are non-certified or certified to a different certification scheme. （日本語訳資料：この場
所はレインフォレスト・アライアンス認証製品のみを取り扱いますか（その予定ですか）？）

• Do any of the sites in your certification scope (plan to) make an off product claim with specified 
volumes or a percentage?（日本語訳資料：この場所は取り扱い数量や割合についてオフパックで謳いますか
（その予定ですか）？）

• Does your company contribute to the improvement of the Living Wage of its supplier(s) and 
want to make a living wage claim? （日本語訳資料：貴社はサプライヤーの生活賃金に関する改善への取り
組みと生活賃金についての訴求を行いますか？）

生活賃金についての概要はこ
ちら

注意：
✓ 生活賃金についての質問

は自己選択型要件3.4の適
用に繋がります。
レインフォレスト・アラ
イアンス持続可能な農業
サプライチェーン要件
(1.2版）

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%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%90%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%83%97-2/
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/
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• 認証の範囲の確認、適用要件の確認、サプライチェーンリス
ク査定（SCRA）を受ける

すべての情報の登録が完了したら、「認証
の範囲と適用要件」をクリックし適用要件
の確認を行います。注意：

✓ 登録情報の提出まで完了
すると貴社からの修正は
一切できません。修正が
必要な場合は、

customersuccess@ra.or
gまで修正希望内容につ
いて詳細を添えてお知ら
せください。

✓ 登録情報の提出から3～4

週間でSCRAの結果が本
部より届きますが、本部
より追加で質問を受ける
こともあります。回答が
遅れるとSCRAの結果回
答についても遅れること
になりますので、本部か
らのメールには十分留意
してください。

「自分の検証レベルを計算する」をク
リックし登録内容をサプライチェーン
リスク査定のために提出します（サプ
ライチェーン認証取得者のみ）。

提出が完了すると「レインフォレスト・アライアンスが貴組織の圃場/施設の精査を
しています」との表示が出現します。

mailto:customersuccess@ra.org
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認証とライセンス更新：RACP上での手続きについて

• サプライチェーンリスク査定（SCRA）の結果を受け取り、
認可または認証審査の準備を行い認可/認証審査に備える

審査に備え、適用要件、自己査定をRACPからダウンロードし、自己査定については記入を完了
させます。適用要件、記入済み自己査定については認証機関/審査会社への提出が求められていま
す（農場認証、サプライチェーン認証保有者ともに）。

SCRAの結果、検証レベルがAの場合、認可手続きとなります。自己査定については必ず英語で記
入し、ＲＡＣＰにアップロードの上、認可を申請します（サプライチェーン認証保有者のみ）。

外部組織による審査を要する場合（農場認証保有者、検証レベルがBまたはそれ以上のサプライ
チェーン認証保有者）、認証機関をRACP上で選択し、審査契約について確認を行います。審査
契約前にCertification Application Form（CAF、現在最新は2.0版）を認証機関/審査会社に提出
します。

農場認証保有者については団体構成員登録（該当する場合）や位置情報データをRACP上にアッ
プロードを行い、レインフォレスト・アライアンスから位置情報データリスクの結果を受け取り
ます。

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/certification-application-form-caf/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e4%bb%98%e5%b1%9e%e6%96%87%e6%9b%b8s13%e3%80%80%e5%9b%a3%e4%bd%93%e6%a7%8b%e6%88%90%e5%93%a1%e7%99%bb%e9%8c%b2/
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適用要件のダウンロード方法

「認証の概要」ページ、「要件」をクリックすると画面に要件の設定という
ページが表示されます。状況が「Applicable」の最新の要件をクリックすると、
貴社に適用する要件がダウンロード可能です。

注意）RACPダッシュボードから「認証の概要」ページを開くと有効なライセンスとPendingのステータ
スを持つライセンス情報が表示されます。Pendingのステータスを持つライセンスのEditボタンをクリッ
クしページに入り、「要件」のページを表示することに注意してください。
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自己査定のダウンロードとアップロード方法

「認証の概要」ページ、「ライセンスの準備」をクリックすると画面右に自己
査定を開くセクションを確認できます。

「開く」をクリックすると、自己査定についての説明ページとダウンロードボ
タン（画面右）を確認できます。

アップロードについては同画面から行います（「Upload」のボタンを確認で
きます）。アップロードを完了するとUploaded Successfullyの文字とアップ
ロードが完了した日付が表示されます。

検証レベルAで認可手続きが必要な場合、自己査定提出後「承認の要求」ボタ
ンをクリックしてください。

注意）RACPダッシュボードから「認証の概要」ページを開くと有効なライセンスとPendingのステータ
スを持つライセンス情報が表示されます。Pendingのステータスを持つライセンスのEditボタンをクリッ
クしページに入り、「ライセンスの準備」のページを表示することに注意してください。
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認証機関の選択と契約の確認

「認証の概要」ページ、「ライセンスの準備」をク
リックすると画面右に「貴社の認証機関」を開くセク
ションを確認できます。

「開く」をクリックすると、選択可能な認証機関のオ
プションが表示されていることが確認できます。
なお、サプライチェーン企業については、現在BSIジ
ャパンを審査会社としますが、認証機関はPreffed
by Natureを選択することになります。

審査に関する契約を結んだ場合、「契約の確認をする
」をクリックし、表示される画面で契約書に署名しま
したか？の質問に「はい」を選択して「契約を確認す
る」ボタンをクリックします。

注意）RACPダッシュボードから「認証の概要」ページを開くと有効な
ライセンスとPendingのステータスを持つライセンス情報が表示されま
す。Pendingのステータスを持つライセンスのEditボタンをクリックし
ページに入り、「ライセンスの準備」のページを表示することに注意し
てください。
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団体構成員登録の提出方法（農場認証）

（該当する場合）団体構成員登録（GMR）をRACPにアップロードしてください。「認
証の概要」ページから「ライセンスの準備」をクリックすると画面右に団体構成員登録
のセクションがあります。

「開く」ボタンをクリックすると団体構成員登録の画面が表示され、ファイルのアップ
ロードが可能です。アップロードしたGMRはRACPに保存されます。なお、アップロー
ドしたGMRはダウンロードや、再アップロード、削除が可能です（日付横「・・・」を
クリック）。

注意）RACPダッシュボー
ドから「認証の概要」ペ
ージを開くと有効なライ
センスとPendingのステー
タスを持つライセンス情
報が表示されます。
Pendingのステータスを
持つライセンスのEditボタ
ンをクリックしページに
入り、「ライセンスの準
備」のページを表示する
ことに注意してください
。

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/%e4%bb%98%e5%b1%9e%e6%96%87%e6%9b%b8s13%e3%80%80%e5%9b%a3%e4%bd%93%e6%a7%8b%e6%88%90%e5%93%a1%e7%99%bb%e9%8c%b2/
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位置情報データの提出方法（農場認証）

「認証の概要」ページから「ライセンスの準備」をクリックすると画面右に、「
資料」のセクションが表示されるので、「開く」をクリックしてページを開きま
す。

ポリゴンデータのアップロード用のセクション（「.kmlファイルのアップロード
」か「.jsonファイルのアップロード」のいずれか）を使用します。アップロード
したデータはダウンロードや、再アップロード、削除が可能です（日付横「・・
・」をクリック）。

注意）RACPダッシュボードから「認証の概要」ページを開くと有効なライセンスと
Pendingのステータスを持つライセンス情報が表示されます。Pendingのステータスを持
つライセンスのEditボタンをクリックしページに入り、「ライセンスの準備」のページを
表示することに注意してください。
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リスクアセスメントの結果確認方法について（農
場認証）

「認証の概要」ページから「ライセンスの準備」をクリックすると画面右に、「
資料」のセクションが表示されるので、「開く」をクリックしてページを開きま
す。

資料のページに「RiskAssessmentResult」のファイルを確認できます、日付け横
「・・・」をクリックしダウンロードしてください。
結果についてRACP上に保存されたことは、本部担当チームよりメールでも案内
が行われます。

注意）RACPダッシュボードから「認証の概要」ページを開くと有効なライセンスとPendingのステータスを
持つライセンス情報が表示されます。Pendingのステータスを持つライセンスのEditボタンをクリックしペー
ジに入り、「ライセンスの準備」のページを表示することに注意してください。



6 – Q&A

質疑応答



rainforest-alliance.org
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