APPLICATION FORM for PEFC
Chain of Custody (COC) certification
PEFC CoC 認証審査お見積り依頼書
NAME OF COMPANY APPLYING AND LEGAL STA-

ADDRESS OF COMPANY

TUS (corporate entity)
(please use full name of company with e.g. Ltd., Inc,

(Street, post code, town, province, country, P.O. Box)
ご住所 (郵便番号含む)
※ふりがなもご記入ください

SAC, SA, SARL, BV)
貴社名（正式名称）

〒105-0003

※ふりがな 及び 英語表記もご記入下さい。

港区西新橋 3-19-14 東京建硝ビル 7F

ABC 株式会社(えーびーしーかぶしきがいしゃ)

とうきょうとみなとくにししんばし 3-19-14

ABC CO.,LTD

とうきょうけんしょうびる 7F

COMPANY’S LEGAL REPRESENTATIVE

COMPANY’S CONTACT PERSON

(name of person and function)

(complete if different from Legal Representative)

会社代表者名 (役職名含む)

担当者名 (代表者と異なる場合。所属、役職含む)

※ふりがなもご記入下さい。

※ふりがなもご記入下さい。

代表取締役社長 President

営業部 部長 Manager of sales department

東京太郎（とうきょうたろう）

東京花子（とうきょうはなこ）

Taro Tokyo

Hanako Tokyo

TELEPHONE:

EMAIL (and/or website)
E-mail

電話番号:03-1111-2222

(及び ホームページ)

hanako@abc.co.jp
http://www.abcabc.co.jp

FAX NUMBER:
FAX 番号:03-1111-3333
CHAMBER OF COMMERCE

BANK ACCOUNT NUMBER

登録している商工会議所名

銀行口座番号

記入不要

記入不要

☒
☐

Applying for the first time

初めてのお申し込み

Indicate changes (if you are already a CU client)

Multisite
Single

登録変更

マルチサイト認証

単独認証
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1. Company’s background

業務内容

Please describe below all the business types applicable you want to have certified (whether primary processing:
lumber, pulp/paper,plywood/veneer, etc., secondary processing: furniture, doors and windows, flooring, etc.,
distributer: broker, retailer, etc.).
認証取得を申請される全ての業務内容を下記にご記入下さい。(一次加工：製材、パルプ/紙、合板/ベニ
アなど。二次加工：家具、ドア、窓、フローリングなど。卸業者：仲買人、小売業者など)
印刷業（名刺、封筒など）

2. Company’s facilities

会社設備

Please describe below the activities of all processing units (sites), including the central administration office. If it concerns changes mention all the units and indicate which one is changed, added or withdrawn.
本社を含んだ、全ての加工施設(外部委託先を含む)の業務を下記にご記入ください。登録変更
の場合は、全ての施設名を明記し、どの施設が変更、追加、削除かを表記してください。
Site num-

Name of site

Location

Process(-es)

ber

施設名

住所

工程

施設番号

Nr. of em-

Changes

ployees

(if applica-

従業員数

ble)
変更(該当
する場合)

1

本社

〒105-0003

Head Office

東京都港区西新橋 3-19-

用紙発注

20 名

印刷

4名

製本

8名

14
東京建硝ビル 7F
とうきょうとみなとく
にししんばし
3-19-14 とうきょうけ
んしょうびる 7F

2

千葉工場

〒002-0002

Chiba factory

千葉県千葉市△×〇22-2
ちばけんちばし△×〇
2-2-2

3

株式会社 DEF(外部

〒003-003

委託先)

埼玉県さいたま市×〇

DEF Co.,Ltd.

△3-3-3
さいたまけんさいたま
し×〇△3-3-3

In case of Multi site, give the name of the central office and person in charge of the internal control

マルチサイト認証の場合、団体名ないしは内部管理責任者名をご記入下さい。
本社内部責任者：東京花子
千葉工場内部責任者：千葉二郎
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サイト番号
コード

1,2
07060

,3
印刷物
✓

PEFCCUAPPLCOC.F01(03-2)EN-JP SEP2014
✓
✓

Transfer
Origin "PEFC Certified maPEFC claim (ApExpected

uct
Method
calculated
terial" (Appendix 1)
pendix 1)
trade-

type(s)
applied
percentPEFC 認証材料
PEFC クレーム
mark use?

and
(Sections
age

prod6.2,
output
マーク使

uct
6.3.3.4)
(Section
用？

code(s)
CoC 手 法
6.3.4)

per site
の申請
出荷率

変更、追加、削除

広告宣伝使用

CoC

Changed, Added or Withdrawn?

Promotional

製品上

Prod-

to

On-product

PEFC 管理材

リサイクル原材料
PEFC Controlled Sources

Recycled material

％PEFC 認証

100％の PEFC 認証

100% PEFC certified
% PEFC certified

リサイクル原材料

その他の原材料

中立原材料

Recycled material

Other material

X％PEFC 認証

100％PEFC 認証

その他のスキーム

Neutral Material

Other scheme:

x% PEFC certified

100% PEFC certified

ボリュームクレジット

平均パーセンテージ

Average percentage
Volume Credit

移動パーセンテージ

Rolling percentage

イプと

単純パーセンテージ

分離

製品タ

Simple percentage

Physical Separation

Site number (see under 2)

3. Products 製品

Please mention products you want to get certified

認証取得を希望される製品名をご記入下さい。

トレード

✓
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4. Please describe the access to each of all processing units mentioned (e.g. travel time between units,
if applicable estimated time needed for travelling from nearest airport etc.)

ご記入された全ての施設への交通手段をご記入下さい。（例：各施設間の所要時間や最寄り
の空港・駅からの所要時間など）

本社
山手線×○駅より徒歩 5 分
千葉工場
JR 総武線快速千葉駅より徒歩 5 分
本社-千葉工場間 90 分
株式会社 DEF (外部委託先)
JR 埼京線大宮駅より車で 5 分
本社-株式会社 MNO 間 80 分
5. Has the project ever been registered, inspected or certified before by an Inspection/Certification
Body for FSC/PEFC certification? For any other quality management system certification?
以前に他の認証機関から FSC/PEFC 認証の審査を受けた、または認証を取得したことがありま
すか？また品質管理システム認証を取得したことがありますか？
If YES, please mention: the name of the inspection and/or certification body, year of application, the
previous registration number, reason of changing inspection/certification body. Please enclose relevant documents concerning the previous inspection(s) / certification(s) (inspection report, certificate
etc.)
「ある」と回答された場合は、審査/認証機関名、申請した年、前回の認証番号、審査/認証機関を変更す
る理由をご記入下さい。また前回の審査/認証に関する書類(審査レポート、認証書等)をご提出くださ
い。

6. Please attach your actual Chain of Custody documented procedures.
CoC の書類を添付して下さい。
添付不要

PEFCCUAPPLCOC.F01(03-2)EN-JP SEP2014
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Undersigned declares to have completed this Application form truthfully
上記の記載内容に誤りが無い事を確認し、下記をご記入下さい。
NAME COMPANY
貴社名

ABC 株式会社

LEGAL REPRESENTATIVE
(The person in the company, authorized by the Chamber of Commerce)
会社代表者名

東京太郎

DATE & SIGNATURE
日付・署名
（ご担当者様の直筆にてお願いいたします）

2015/12/12

東京花子

Based on the above information, Control Union Certifications will draw up a no-obligation offer for a
contract.
上記情報に基づき、CUC は契約のための提案書を作成いたします。
SEND TO:
株式会社 Control Union Japan
〒105-0003
東京都港区西新橋3-19-14
東京建硝ビル７F

Tel.: 03-6659-4750, Fax: 03-6368-6403
Email: infojp@controlunion.com
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