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トレーサビリティ（前半）
複数原料のトレーサビリティ（後半）

2022年12月8日一倉 千恵子、上松 紀代子



トレーサビリティー、ロイヤルティ、責任の共有

UEBT/レインフォレスト・アライアンス認証ハーブとスパイ
ス類

2022年12月8日上松 紀代子
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本日の内容（前半）

1. トレーサビリティ：ルイボス含むハーブとスパイ
ス類

2. ルイボス含むハーブとスパイス類のロイヤルティ
とSD/SI

3. ルイボス含むハーブとスパイス類のマスバランス

4. マルチトレースデモンストレーション

5. 質疑応答



トレーサビリティ：ルイボス含むハーブ
とスパイス類



トレーサビリティについて

• オンライントレーサビリティの使用は必須要件です

• オンライントレーサビリティシステム＝マルチトレース
（MultiTrace）

• 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)

よりマルチトレースにアクセス

• 2022年10月1日～：認証数量の取り扱いについてはマルチト
レースに記録トレーサビリティガイ

ダンスについては こち
ら.

トレーサビリティは認証農場までの経路を遡れるようにし、サプライチェー
ンの保証を強化し、信頼を構築し、さらに透明性を高めます。

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/traceability-guidance/


認証農園からブランドオーナー/小売りまで

注意:

• レインフォレスト・アライアンスとUEBTは協働で認証プログラムを運営

• サプライチェーンのすべての農場とサプライチェーン企業は認証が必要

• 農場はレインフォレスト・アライアンス認証もしくはUEBT/レインフォレ
スト・アライアンス認証のいずれかの取得が必須

• サプライチェーン企業は、レインフォレスト・アライアンス認証の取得が
必須

• RA認証製品として販売されるすべての農作物については、認証農場からブラン
ドオーナーまでマルチトレースを使用して遡ることができるようにする

• マルチトレースへのアクセスには、認証（認可）、またRACPで有効なライセ
ンスの所持が必須

農場

(RA認証または
UEBT/RA認証)

第一バイヤー

RA認証

ブレンダー+梱包
業者

RA認証

ブランドオーナー
, 加工業者など

RA認証
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マルチトレースへのアクセス

レインフォレスト・アライアンス認証2020プログラムに紐づくアカウント：RACP経由
でアカウントにアクセス。有効なライセンスの所持が必要。

RACPでは以下のルイボスを含
む主要ハーブとスパイス類が選
択可能です：
• バニラ
• サフラン
• コショウ
• セイロンシナモン
• トウガラシ
• オレガノ
• コリアンダー
• パプリカ
• カルダモン
• ディル
• クローブ
• パセリ
• ナツメグ
• タイム
• ローリエ/ベイリーフ
• ローズマリー
• タラゴン
• ルイボス

上記主要ハーブとスパイス類に
含まれないハーブ＆スパイス類
については「その他ハーブ＆ス
パイス類（other herbs and 
spices）」を選択します

https://portal.ra.org/RA_Certification_Theme/Login
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トレーサビリティに関する要件

• 2020持続可能な農業基準のトレーサビリティに関する要件については付
属文書第2章トレーサビリティを参照

• 認証保有者は、取引が発生した暦四半期（1月から3月、4月から6月、7
月から9月、10月から12月）の最終日から2週間以内に、トレーサビリ
ティ プラットフォームで報告が必要です。
（ただし、提供可能な数量や実行可能な取引の全体像を確実に把握し続けるため、取引の発生後
できるだけ早く更新・報告することが推奨されます。）

• 第一バイヤーには入荷数量が記録された（おそび確認（Confirm）され
た）翌月にロイヤルティが請求されます。

• 認証製品の販売(Sell)、転換(Conversion)、確認(Confirm)、引き換え
(Redeem)、および削除(Remove)には必ず報告を伴います。

• 完全相互認証によりRA2020、UEBT/RA、RA2017（旧RA認証）、UTZ認
証プログラムでの在庫数量をレインフォレスト・アライアンス認証数量
として管理可能です。

https://www.rainforest-alliance.org/resource-item/annex-chapter-2-traceability/
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マルチトレース使用開始時の在庫について

サプライチェーン認証保有者
農場認証保有者（もしくは上流のサプライチェーン認証保有者）からの認証数量の販
売報告がマルチトレースで開始されるまでは、マルチトレース上では在庫数量は表示
されません。
これまでの取引において認証数量の在庫を所持しており、その数量を販売（Sell）ま
たは引き換え（Redeem）する必要がある場合、customersuccess@ra.org まで以
下の情報を添えてメールしてください。マルチトレース上に貴社在庫として報告頂い
た数量情報を登録します。

• 貴社アカウントID (RA_0XXXXXXXXX) 

• 各ハーブとスパイス類の種類（例：Dried Rooibos）と所有在庫数量

※情報はメール本文内に記載いただくか、エクセルファイルにてお知らせく
ださい
※記載情報、コミュニケーションについては英語としてください。

詳細は先日の案内された
「ルイボス含むハーブと
スパイス類の更新情報」
でもご確認いただけます

mailto:customersuccess@ra.org
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2022/09/UEBT-Rainforest-Alliance-Herbs-and-Spice-Q4-Update-Sep2022.pdf


ロイヤルティとSD/SI



マルチトレース: ロイヤルティとSD/SI
ーロイヤルティとSD/SI報告のために

農場

RA認証または
UEBT/RA認証

第一バイヤー

RA認証

ブレンダー + 梱包業
者

RA認証

ブランドオーナー, 加
工業者など

RA認証

第一バイヤー:
• ＜ロイヤルティ＞認証ハーブ・スパイス原料に対し
て、RAへ支払う。

• ＜SD/SI＞農場認証保有者への支払い

ロイヤルティとSD/SIの違い: 
• SD/SI は農場認証保有者に支払われ、彼らのより持続可能な農業をサポートする。
• ロイヤルティは第一バイヤーによってRAに支払われ、RAが行うハーブ＆スパイスプログラムを支援す
る。
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ロイヤルティ（使用料）
レインフォレスト・アライアンスは認証基準や方針を開発し、認証機関向けに認証に
関するデータベース及び品質管理システムの運営、苦情や要請の管理をしています。
またレインフォレスト・アライアンス認証を謳う製品が認証供給元からきているとい
う表示を裏付けるためにサプライチェーンを通じて遡れるようにすることや、市場で
のレインフォレスト・アライアンス認証マークの認知度の促進、その効果の測定、さ
らに世間での認識を高めるための活動に役立つコミュニケーションツールの制作など
を継続して行っています。ロイヤルティ（使用料）はこれらレインフォレスト・アラ
イアンスの認証プログラムにおける改善と継続のためにも使用されています。

サプライチェーン
で一度の請求

第一バイヤーが支
払い者

2022年10月1日出
荷分より適用

ロイヤルティ他認証プロ
グラム参加に係る費用に
ついてはこちら

ハーブとスパイス類認証
プログラムについてこち
ら

バニラとサフラン: キュアリ
ング済みバニラビーンズ、乾
燥サフラン1トンあたり
1,250USドル

主要ハーブとスパイス類*: 乾
燥スパイス1トンあたり75 US

ドル

ルイボス含むその他ハーブとス
パイス類: 1トンあたり25 USド
ル

* 主要スパイス類: コショウ,セ
イロンシナモン,トウガラシ, オ
レガノ, コリアンダー, パプリカ
, カルダモン, ディル, クローブ, 

パセリ, ナツメグ, タイム, ロー
リエ/ペイリーフ, ローズマリー, 

タロゴン

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/how-much-does-rainforest-alliance-certification-cost/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/herbs-and-spices-program/
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ロイヤルティの支払責任者、第一バイヤーとは？

• 2022年10月1日以降の出荷分より、入荷数量に応じてロイヤル
ティが第一バイヤーに請求されます。

• 通常、第一バイヤーはサプライチェーンでレインフォレス

ト・アライアンス農場認証保有者から最初に認証製品を購入

するレインフォレスト・アライアンス サプライチェーン認証

保有組織

または、

• サプライチェーンでUEBT/RA認証保有のOrganization at 

Source (OaS)組織(つまり、生産者)から最初に認証製品を購

入するレインフォレスト・アライアンス サプライチェーン認

証保有組織

2022年10月１日以
前までの取引につ
いては、梱包業者
にあたる組織がロ
イヤルティ支払責
任者です。第2、第
3四半期の取引にお
いて報告がお済み
でない場合、梱包
数量を

mford@ra.org 
（Matthew FORD, 

Mr.）までメールで
連絡してください
（コミュニケー
ションは英語で
す）

mailto:mford@ra.org
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ロイヤルティと第一バイヤー

14

ブレンダー + 梱包業者

RA サプライチェーン認
証保有者

ブランドオーナー, 加工
業者など

RA サプライチェーン認
証保有者

2022年第4四半期以降、第一バイ
ヤーはルイボスを含むハーブとス
パイス類のロイヤルティを支払う

農場アカウント

RA 農場認証保有者ま
たはUEBT/RA OaS組織

第一バイヤー

RAサプライチェーン
認証保有者

農場アカウント

UEBT/RA OnaS組織

ブレンダー+梱包業
者

RAサプライチェーン
認証保有者

ブランドオーナー, 加
工業者など

RAサプライチェーン
認証保有者

2022年第4四半期以降、OnaS組織
は、ルイボスを含むハーブとスパイ
ス類のロイヤルティを支払う

サプライチェーンア
カウント

UEBT/RA OnaS組織

第一バイヤー

RA サプライチェーン
認証保有者

OnaS 組織は農場とサプライチェーンアカウントを所持

注意: OnaS組織はUEBT/RA認証内のOaS
から購入されたすべての認証数量に対し
てロイヤルティを負担します。
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マルチトレースでのロイヤルティの確認

例）
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ロイヤルティの責任と支払

• ルイボス含むハーブとスパイス類のロイヤルティ（使用
料）は、入荷量に基づき毎月算出され、第一バイヤーが支
払い対象者となります。

• 2022年10月1日以降の出荷分より請求対象。

• 請求は毎月（ただし、マルチトレースでの報告頻度は出荷

が行われた四半期の終了後、2週間以内です）

• 多くの場合、最初のインボイスは2023年2月



2. サステイナブル差額 (SD)

生産者の持続可能性の取り組みに報い
るために、市場価格に加えて追加の、
金銭による必須の支払い。

交渉された金額

17

1. サステイナブル投資 (SI)

2020認証基準に対する認証の取得、
および維持するために必要な投資に
貢献するための現金または現物投資。

交渉された金額

責任の共有の構成要素：SD & SI

透明性が重要 :

SDとSIはトレーサビリティプラットフォームに記録され、下流サプラ
イチェーンまでその情報が確認できます。
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責任の共有
責任の共有の目的は持続可能な生産のための見返りのバランスを取り、リスクを
共有することにあります。
マルチトレースはサステイナブル差額（SD）とサステイナブル投資（SI）の報告
にも使用されます。

• サプライチェーンで一度
の請求

• 第一バイヤーによって支
払われる

• 最少金額は設定されてお
らず、農場と第一バイ
ヤーとで交渉し価格につ
いて合意する

• 責任の共有についてはこ
ちら

ブレンダー + 梱包業
者

RA サプライチェー
ン認証保有者

ブランドオーナー, 加
工業者など

RA サプライチェー
ン認証保有者

農場認証保有者 (または
UEBT OaS組織): 

• SD/SI を第一バイヤー
と交渉

• マルチトレースで
SD/SIを報告

第一バイヤー: 
• ルイボスを含むハーブとスパ
イス類のロイヤルティを支払
う

• SD/SIを農場認証保有者（ま
たはUEBT OaS組織）と交渉

農場認証保有者またはOaS組織は生
産者にSDを支払い、SIを持続可能な
投資計画を支援するために使用する

第一バイヤーはSD/SIをOaS組織または
RA農場認証保有者に支払う

農場アカウント

RA 農場認証保有者
またはUEBT/RA OaS

組織

第一バイヤー

RAサプライチェーン
認証保有者

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/shared-responsibility-balancing-sustainability-values-and-costs-for-farmers-and-companies/


• 第一バイヤーがUEBT/RA認証保有者またはRA2020農場認証保有者にSD/SIの支払い
責任を負う。

• SD/SIの金額は第一バイヤーとUEBT/RAまたはRA2020農場認証保有者間で交渉可能。

• SD/SIは第一バイヤーとUEBT/RAまたはRA2020農場認証保有者間の契約書、請求書
に含まれる。

• SD/SIはUEBT/RA要件またはRA2020基準に対して認証された全認証数量の購入に
際して支払いが必要。

• SDは現場オペレーターまたは生産者/収穫者に支払う、もしくは労働者の利益のため
に使用されなければならない。

• 農場認証保有者は投資計画を作成し、認証のために必要とされるもの、サステイナブ
ル投資の使用法について定義する。

• UEBT/RA認証保有者またはRA2020農場認証保有者はマルチトレースに合意された支
払い金額を記録する。

• 保証：認証機関はSIの支出、SDの送金、合意に従っているかを確認する。

概要：ルイボス含むハーブとスパイス類プログラムの

SD/SI
責任の共有について、
詳しくは「付属文書第3
章：収入と責任の共
有」をご覧ください。

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility-previous-annex-s14/


SD/SIの責任者、第一バイヤーとは？

• 第一バイヤーとはサプライチェーン業者でUEBT/RA認証またはRA202
農場認証保有者から認証品を購入する組織を指します。

• 通常、第一バイヤーはサプライチェーンで最初のRA2020サプラ
イチェーン認証保有者

• UEBT/RA または RA2020農場認証保有者が、別のUEBT/RAまた
はRA2020農場認証保有者から製品を購入する場合、その購入を
行う認証保有者が第一バイヤーとなります



SD/SI（とロイヤルティ） – Organization at 

Source (OaS) 組織とRA認証保有者

ブレンダー+梱包業
者

RAサプライチェーン
認証保有者

ブレンダー, 加工業者
など

RAサプライチェーン
認証保有者

第4四半期以降、農場認
証保有者またはOaS組織
は第一バイヤーとSD/SIを
交渉する

第4四半期以降、第一バイヤーは
• ルイボスを含むハーブとスパ
イス類のロイヤルティを支払
う

• 農場認証保有者/OaS組織と
SD/SIについて交渉する

農場認証保有者またはOaS組織は生
産者にSDを支払い、持続可能な投資
計画を支援するためにSIを使用する

第一バイヤーはSD/SIをOaSまた
はRA農場認証保有者に支払う

農場アカウント

RA 農場認証保有者
またはUEBT/RA OaS

組織

第一バイヤー

RA サプライチェーン
認証保有者



SD/SI（とロイヤルティ） – Organization not at 

Source (OnaS) 組織

農場アカウント

UEBT/RA OnaS組織

ブレンダー + 梱包業
者

RA サプライチェー
ン認証保有者

ブランドオーナー, 加
工業者など

RA サプライチェー
ン認証保有者

2022年第4四半期以降、
OnaS組織は、
• ルイボスを含むハーブ
とスパイス類のロイヤ
ルティを支払う

• 第一バイヤーとSD/SIに
ついて交渉する

2022年第4四半期以降、
第一バイヤーはOnaS組
織とSD/SIについて交渉
する

OnaS組織は生産者にSDを支払
い、持続可能な投資計画を支援
するために農場認証保有者とSI

を共有する

サプライチェーンア
カウント

UEBT/RA OnaS組織

第一バイヤー

RA サプライチェーン
認証保有者

OnaS 組織は農場とサプライチェーンアカウ
ントを所有する

第一バイヤーはOnaS組織に
SD/SIを支払う

2022年第４四半期以降、
農場アカウントはマルチト
レースでのSD/SIの報告が
必須

UEBT/RA OnaS組織から認証製品を購入する第一バイヤー、通常は最初のRA2020サプライ
チェーン認証保有者がSD/SIの支払責任を負います。

注意: OnaS組織はUEBT/RA認証内のOaSから購
入されたすべての認証数量に対してロイヤル
ティを負担します。



SD＆SIの契約書への反映

• UEBT/RA、RA2020農場認証保有者間と第一バイヤー間とのすべての契
約書類にはSD/SIの情報を含めてください。

• SD/SIは製品価格、品質、およびその他のプレミアムと明確に区別する
必要があります（要件3.2.3）

• 書面による契約書は透明性が高くなければならず、また双方の合意に
基づくものでならければいけなません。製品数量、支払条件、期間、
SD/SIの算出方法などが含まれます。

• 請求書（またはPurchase Orderなどのその他同等文書）には、次の注
文固有の情報を含みます：日付、製品数量、認証製品の説明、SD/SI価
格、納入条件が含まれます。

• SD/SIは出荷から12ヶ月以内を支払期日とし支払われなければいけま
せん（要件3.2.5）
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SD/SIと審査

主要な原則:
サプライヤーとバイヤー間の契約

が尊重される。

すなわち、実装されたSD/SIの金額
と条件は、契約上の合意、報告書/
文書、システム上の記録、および
認証機関（CB）の見解と一致しま

す

契約書にSD/SI
は反映されて
いますか?

SD/SIの価格は数量（購入さ
れた認証数量）ごとに合意
されらた価格がサプライ
ヤーに支払われています

か？

支払いは遅延なく
行われましたか？

CBは必要に応じて、第一バイヤーおよびUEBT/RAまた
はRA2020認証保有者（農場認証保有者）に不適合を適

用できます。

現場オペレーター/団
体構成員は納入した
数量に基づき受け取
るべきSDを受け取り

ましたか？
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第一バイヤー：確認事項（概要）

1MT/KGごとのSD/SI価格が以下の文書に含ま
れている：

• 契約書と合意書（3.2.4）

• 入札書類（該当する場合）

• 請求書など

出荷が確認されたら、

• 請求書に合意された価格が含まれているか？

• 供給された数量がトレーサビリティプラット
フォームで報告されているか？

• SD/SIの支払い（請求書、合意書、取引証
明）について上流サプライヤーに確認する
（3.2.3と3.3.4)

3.2.3 認証製品の購入者は、販売者が市場価格、
品質プレミアム、その他差額に加えて、現金支払
いでサステイナブル差額を受け取ることを保証す
る
3.2.4購入者と販売者はサステイナブル差額の支
払いに関する金額および諸条件が合意された契約
を結んでいる。サステイナブル差額は価格、品質
プレミアム、およびその他の差額とは明確に区別
されている。
3.3.4認証製品の購入者は、農場認証保有者がサ
ステイナブル投資を受け取ることを保証する。サ
ステイナブル投資は農場認証保有者の投資計画で
定義されたニーズに沿っている。
3.3.5 農場への投資の年次報告が作成され、準備
されている：
• 農場認証保有者の投資計画で定義された投資
ニーズに沿っている
• 支払証明をもって立証されている
• 一年ごとにトレーサビリティプラットフォーム
に記録される
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農場認証保有者: 合意されたSD/SIのマルチトレー
ス報告
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第一バイヤー：マルチトレースでのSD/SIの確認

02/08/2022

19/08/2022

456789

Sell

XXX Farm CH

123ABC

123456

RA01_00012345678

XXX First Buyer GmbH

789XYZ

RA01_00011111222

第一バイヤー
は報告内容が
正しいかを必
ず確認。

その他川下の
サプライ
チェーンでも
SD、SI情報は
確認できます。

要件 3.2.6 and 3.3.5: 支
払いの確認の適時かつ正
確な登録



マスバランス



マスバランスの取り扱いが可能に

ルイボスを含む主要なハーブとスパイス類*において、2022年10月1日以降マスバラン
スの取り扱いが可能です。

要望を受けて、将来的にその他ハーブとスパイス類についてもマスバランスの取り扱い
を検討しています。

マスバランスは製造過程で認証原料と非認証原料が混合されることを許可する調達方式
で、書類上のトレーサビリティのみを必要とするものです。

Mixing 

商標使用、認証を謳う際には、
方針に従ってくださ。

＊主要スパイス類: バニラ、サフ
ラン、コショウ, セイロンシナモ
ン,トウガラシ, オレガノ, コリア
ンダー, パプリカ, カルダモン, 
ディル, クローブ, パセリ, ナツメ
グ, タイム, ローリエ/ペイリーフ
, ローズマリー, タロゴン

• マスバランストレーサビリ
ティについての概要はこちら

• オンラインEコース：マスバラ
ンス

• マルチトレースでのマスバラ
ンス報告について（例：カカ
オ）

• 付属文書第2書トレーサビリ
ティとGeneral Guide: for 
Implementation of the 
Rainforest Alliance 
Sustainable Agriculture 
Standard

https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/rainforest-alliance-2020-labeling-and-trademarks-policy/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/what-is-mass-balance-sourcing/
https://dam.ra.org/pages/search.php?search=%21collection1711
https://dam.ra.org/pages/view.php?ref=4801&k=a679c0aecd
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-2-traceability-previous-annex-s06/
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/guide-implementation-sustainable-agriculture-standard.pdf


デモンストレーション
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マルチトレース デモンストレーション

第一バイヤーとサプライチェーン業者

1. 生産者からの取引報告を確認

（Confirm） (SD/SI とロイヤリティ)

2. 乾燥ルイボスを加工ルイボスに転換

（Convert）

3. 加工ルイボスを販売（Sell ）

農場

(RA or UEBT/RA認証)

第一バイヤー

RA サプライチェー
ン認証保有者

ブレンダー+梱包業
者

RAサプライチェーン
認証保有者

ブランドオーナー, 加
工業者など

RAサプライチェーン
認証保有者

4.    ハーブティ製造

a. ハーブティーの複数原料の管理（Maintain multi-

ingredient）

b. 製造の報告（Report manufacturing）

c. 複数原料製品の販売（Sell）
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ブランドオーナー

1. 取引の確認（Confirm）
2. 単数原料の引き換え

（Redeem）
3. 単数原料の削除

（Remove ）

Traceability webinar: Brand

農場

(RAまたはUEBT/RA 
認証)

第一バイヤー

RAサプライチェーン
認証保有者

ブレンダー+梱包業
者

RAサプライチェーン
認証保有者

ブランドオーナー, 加
工業者など

RAサプライチェーン
認証保有者



質疑応答
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質疑応答

質問 回答

1. Rooibosに限らず、MTT上の
Transaction History（過去入力デー
タ）はどれぐらいの期間保存されます
か？

基本的には、トレーサビリティ
システムが変更されない限り、
保存されています。
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トレーサビリティと責任の共有に関する資料
ウェブサイト

• Herbs & Spices Program; Joint Rainforest Alliance and UEBT Certification

• レインフォレスト・アライアンス認証にはいくらかかりますか？

• Shared Responsibility: Balancing Sustainability Values and Costs for Farmers and Companies

レインフォレスト・アライアンス2020認証基準

• 2020認証プログラム

• サプライチェーン要件

• 付属文書第2章：トレーサビリティ

• 付属文書第3章：収入と責任の共有

• 手引きトレーサビリティ

マルチトレース使用方法

• トレーサビリティユーザーマニュアル

トレーニングビデオ(SD,SI, 投資計画他)

• レインフォレスト・アライアンス ラーニングネットワーク “https://learn.ra.org” (2020基準ーサプライチェーン要件)

• Rainforest Alliance Asset Mana: “https://dam.ra.org” (2020持続可能な農業基準).

過去の説明会資料

• オンライン説明会資料（日本）

• オンライン説明会資料（グローバル）

https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/herbs-and-spices-program/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/business-ja/%e8%aa%8d%e8%a8%bc/%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%e8%aa%8d%e8%a8%bc%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89/
https://www.rainforest-alliance.org/business/certification/shared-responsibility-balancing-sustainability-values-and-costs-for-farmers-and-companies/
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/annex-chapter-2-traceability-previous-annex-s06/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/annex-chapter-3-income-and-shared-responsibility-previous-annex-s14/
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource-item/traceability-guidance/
https://dam.ra.org/pages/collections_featured.php?parent=483175
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthrive.rainforest-alliance.org%2Fe%2F869601%2Fcourse-view-php-id-1998%2Fdwl9jx%2F814590036%3Fh%3Dp1_ZYiSB6KppcDt2A7uH6HLqDiZ6k9VhuZEa3akRPyM&data=05%7C01%7Cmford%40ra.org%7C2323b697faa84cc15ec108da545afae1%7Cad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c%7C0%7C0%7C637915047008142782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jZzulI3uAB3h%2BG2CdP%2BJR09iHXAXQxWB1Fh4uDPDMXg%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthrive.rainforest-alliance.org%2Fe%2F869601%2Fons-featured-php-parent-271239%2Fdwl9k1%2F814590036%3Fh%3Dp1_ZYiSB6KppcDt2A7uH6HLqDiZ6k9VhuZEa3akRPyM&data=05%7C01%7Cmford%40ra.org%7C2323b697faa84cc15ec108da545afae1%7Cad7d3a5dcda4492290917f9998372a3c%7C0%7C0%7C637915047008142782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pye7suUcIdjCwD2wed4c36XpVEFUV1W9GqT2foDQSqY%3D&reserved=0
https://www.rainforest-alliance.org/ja/resource/%E6%9C%80%E6%96%B0/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9/
https://www.rainforest-alliance.org/recordings-from-thrive-together-webinar-series/


rainforest-alliance.org

ありがとうございました




