
木材・木材製品の合法性証明スキーム 2006.5.29
アスクル株式会社

■スキーム

■調査項目（代表例）

　パーティクルボード、MDF、突板、ハニカムコア、集成材　等

　バージン材（天然林／植林）、再・未利用材（建築廃材／間伐材／古紙）、非木材紙　等

　原材料の種別ごとの使用割合（％）

　原材料生産事業者名、加工業者名、最終製品製造業者名、輸入・販売業者名

　原材料の原産国・地区　等

　原材料の主な樹種樹　種

トレーサビリティ情報

商品の原材料情報

商品供給経路

原産国・地区

使用割合（％）

商品の構成材料

原材料の種別

原料供給者
（森林所有者等）

加工業者
（MDF/ﾊﾟｰﾁ製造）

製造業者
（最終製品製造）

商社等
（弊社との窓口業者）

ASKUL

回答

■合法性証明書　等 ■合法性証明書　等 ■合法性証明書　等

　■グリーン購入法適合証明書
　■トレーサビリティー調査票
　■合法性証明書　等

加工業者へ「合法
性証明書」又は
「再・未利用材証明
書」を提出する。

製造業者へ「合法
性証明書」又は
「再・未利用材証明
書」を提出する。

商社等へ「合法性
証明書」又は「再・
未利用材証明書」
を提出する。

当該製品の「供給経路」と「各段階での証明書の
提出状況」を把握し、ASKULへ「グリーン購入法
適合証明書」、「トレーサビリティー調査票」、「合
法性証明書、再・未利用材証明書（上流の業者よ
り入手）」を提出する。

フ
ロ
ー

活
動

提
出
物

各種提出資料の内
容を基にグリーン購
入法の適合状況を
判断する。

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

■業界団体の証明書 ■業界団体の証明書 ■業界団体の証明書

■森林認証証明書
　（FM認証）

■森林認証証明書
　（CoC認証）

■森林認証証明書
　（CoC認証）
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■調査対象製品の基礎情報
① シリーズ名

今回の調査の対象製品のシリーズ名をご記入ください。

② 製品名

上記①のシリーズ中の個別製品名（品番など）をご記入ください。

③ 構成要素（部材）

上記②の製品を構成する部材をご記入ください。
※家具製品の場合 ： 天板・脚・引き出し等 （デスクの構成要素）
※文具製品の場合 ： 表紙・背表紙・中表紙・本紙 （ノートの構成要素）

■原材料の基礎情報
④ 材料

上記③の部材を構成する各種木質・紙質の材料と、対象製品における使用重量（g）をご記入ください。
※家具製品の場合 ： パーティクルボード・MDF・集成材等（デスクの材料）
※文具製品の場合 ： チップボール・筆記用紙（ノートの材料）

⑤ 原料

上記④の材料（部位）を構成する各種原材料の種類を以下より選択してご記入ください。

人手が加わっていない森林から得られた原材料。また、厳密には人手の加わらない森林であるが、人為の影響を
受けた森林でも、天然林化の方向にあり、将来ともその方向を求めていく森林から得られた原材料も含む。

伐採や風水害、山火事などにより森林が破壊された跡に、天然更新により自然に近い形に回復した森林で、木材
や林産物の供給などのための対象になり、更新補助作業や保育などが行われる森林から得られた原材料。

苗木の植栽か播種などにより人為的に造成された森林から得られた原材料。

建設工事に伴って廃棄物となった木材、木質材料、および木材加工工場などから発生する残材、剪定した枝、樹
皮などの木材、木質材料。

林分の混み具合に応じて、目的とする樹種の個体密度を調整する作業により生産される木材。

市中回収古紙および産業古紙から得られる使用済みの紙・板紙又は紙・板紙の裁断くずなどを離解処理又は離
解・脱インキ処理して得られたパルプ原材料。

農業廃棄物やリサイクルされた布、その他の非木材原料を含む廃棄物からリサイクルされた原材料である。

⑥ 使用割合（％）

上記⑤の原材料種別ごとの使用割合（％）をご記入下さい。
※種別ごとの使用割合は、「年間取扱い数量」などをベースに算出してください。

⑦ トレースレベル

上記⑤の原材料について以下の中から該当するトレーサビリティーのレベルをお選び下さい。
また、「再・未利用材（建設廃材／製材残材／間伐材／古紙パルプ」については「トレース対象外」をお選び下さい。

信頼のおける森林認証制度などの仕組みを用いて、第三者によりトレーサビリティーが証明された原材料。
※また、森林認証制度を活用している場合、森林管理の現場から製造工場までCoC認証でつながっていること。

第三者による証明はないが、原料採取（森林管理）の段階まで、確実にトレースできる原材料である。

上記「レベル1」ならびに「レベル2」に該当しない原材料である。

トレーサビリティーの調査対象外の原材料である。
※「再・未利用材（建設廃材／製材残材／間伐材／古紙パルプ）」は、トレース対象外とする。

⑧ 森林認証

　再・未利用材
　（古紙パルプ）

　再・未利用材
　（建築廃材／製材残材）

　バージン材
　（植林／人工林）

　再・未利用材
　（間伐材）

ASKUL 木材・木材製品原材料トレーサビリティ調査票 記入要領

　レベル3（ﾄﾚｰｽ不明）

　トレース対象外

　バージン材
　（二次林／天然生林）

　バージン材
　（天然林／自然林）

　レベル1（森林認証）

　レベル2（ﾄﾚｰｽ可能）

　非木材紙

上記⑦で「トレースレベル」として「レベル1」を選択された商品について、取得している森林認証制度（FSC・PEFCなど）の制度名を
ご記入下さい。
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ASKUL 木材・木材製品原材料トレーサビリティ調査票 記入要領

■製品の供給経路（トレーサビリティ）情報
⑨ 資源採取段階（森林管理・伐採）

上記⑤の原材料について、当該原材料の生産・供給に関する以下情報をご記入下さい。
※原材料の生産・供給者がある期間ごとに変化する場合でも全ての生産・供給者名をご記入下さい。
※「再・未利用材（建設廃材／製材残材／間伐材／古紙パルプ）」についても、可能な範囲でご記入下さい。

当該業者より、原材料の「合法性証明書（別紙参照）」を入手し、トレーサビリティ調査票と共にご提出下さい。
※別紙の「合法性証明書」はあくまでサンプルです。よって、フォーマットは特に問いません。

当該原材料の生産・供給業者（伐採業者・その他原材料供給者）の会社名をご記入下さい。

当該原材料の原産国（伐採された国名）をご記入下さい。

当該原材料の産出地区（伐採された地区）をご記入下さい。

当該原材料の主な樹種をご記入下さい。

⑨ 加工段階

上記⑤の原材料について、当該原材料の加工段階に関する以下情報をご記入下さい。
※原材料の加工業者がある期間ごとに変化する場合でも全ての加工業者名をご記入下さい。
※「再・未利用材（建設廃材／製材残材／間伐材／古紙パルプ）」についても、可能な範囲でご記入下さい。
※加工段階において複数の段階（業者）が発生する場合は、「加工段階の欄」を増やして、全ての段階（業者）をご記入ください。

当該業者より、原材料の「合法性証明書（別紙参照）」を入手し、トレーサビリティ調査票と共にご提出下さい。
※別紙の「合法性証明書」はあくまでサンプルです。よって、フォーマットは特に問いません。

当該原材料の加工業者（チップ・パルプ製造、パーティクルボード製造等）の会社名をご記入下さい。

当該原材料の加工工程（チップ・パルプ製造、パーティクルボード製造等）の中身をご記入下さい。。

⑩ 最終製品段階

対象製品の最終的な製造段階に関する以下情報をご記入下さい。
当該業者より、原材料の「合法性証明書（別紙参照）」を入手し、トレーサビリティ調査票と共にご提出下さい。

※別紙の「合法性証明書」はあくまでサンプルです。よって、フォーマットは特に問いません。

対象製品の製造業者（最終製品製造）の会社名をご記入下さい。

⑪ 輸入・販売段階

対象製品の輸入・販売段階に関する以下情報をご記入下さい。

対象製品の輸入・販売業者（商社など）が介在する場合は、その会社名をご記入下さい。

　原材料生産業者名

　原産国

　製造業者名

　輸入・販売業者

　地　区

　樹　種

　加工業者名

　工　程



ＡＳＫＵＬ 木材・木材製品 原材料トレーサビリティ調査票

作成日 提出日

御社名 住所

ご担当部署 ご記入者

TEL mail

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

資源採取段階（森林管理・伐採） 最終製品段階 輸入・販売段階

原材料生産者名 原産国 地区 樹種 加工業者名 工程 加工業者名 工程 製造業者名 輸入・販売業者名

1

製品の供給経路（トレーサビリティー）情報

No.

原材料の基礎情報

シリーズ名 材料（部位） 原料種別
使用割合

（％）

加工段階 A 加工段階 B

⑩④ ⑨

森林認証
トレース
レベル

(B)

製品名 構成要素

調査対象製品の基礎情報

重量
（g）

Confidential



ＡＳＫＵＬ 木材・木材製品 原材料トレーサビリティ調査票

作成日 提出日

御社名 住所

ご担当部署 ご記入者

TEL mail

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫

資源採取段階（森林管理・伐採） 最終製品段階 輸入・販売段階

原材料生産者名 原産国 地区 樹種 加工業者名 工程 加工業者名 工程 製造業者名 輸入・販売業者名

1 ●●●シリーズ ミーティングデスク 天板 パーティクルボード 1500g
再・未利用材（建築廃材/

製材残材）
30% トレース対象外 － AAA 社 フィリピン ー 製材残材 FFF 社 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ製造 － － DDD 社***工場 SSS 社

バージン材（植林/人工林） 50%
レベル2（トレー

ス可能）
－ EEE 社 フィリピン ケソン州 ユーカリ

バージン材（二次林/天然
生林）

20%
レベル2（トレー

ス可能）
－ HHH 社 インドネシア リアウ州 アカシア

脚部 集成材 2500g 再・未利用材（間伐材） 100% トレース対象外 － LLL 社 インドネシア リアウ州 ラワン CCC 社 集成材製造 － －

2 ▲▲▲シリーズ ノート 表紙・背表紙 チップボール 15g バージン材（植林/人工林） 100%
レベル2（トレー

ス可能）
－ JJJ 社 日本 長野県 － BBB 社 チップ・パルプ製造

RRR 社
（製紙会社）

抄紙・カット LLL 社***工場 OOO 社

中表紙 筆記用紙 5g バージン材（植林/人工林） 100%
レベル2（トレー

ス可能）
－ EEE 社 フィリピン ケソン州 ユーカリ

本紙 筆記用紙 80g
再・未利用材（古紙パル

プ）
95% トレース対象外 －

TTT 社
（古紙問屋）

日本 － 古紙

バージン材（植林/人工林） 5%
レベル2（トレー

ス可能）
－ EEE 社 フィリピン ケソン州 ユーカリ

03-****-****

トレース
レベル

製品の供給経路（トレーサビリティー）情報

重量
（g）

加工段階 A 加工段階 B
森林認証製品名 構成要素

調査対象製品の基礎情報

2006年**月**日

**********株式会社

**********

2006年**月**日

東京都*********************

****************

⑩④
No.

⑨

原材料の基礎情報

シリーズ名 材料（部位） 原料種別
使用割合

（％）

(B)
*********@****.co.jp

記入例

Confidential




