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国際森林認証規格 ＰＥＦC 

 
 

       今号のトピック Topics 
国内ニュース  Domestic News : PEFC認証企業・関係企業による懇親会 Networking Party 

新規認証企業  Newly Certified Companies : 

国際ニュース  International News : PEFC総会のご報告 Report from PEFC General Assembly 

会員企業のご紹介  Member Companies : 明治製菓株式会社 Meiji Seika Kaisha Ltd 

PEFCニュース  PEFC News  : ロゴ規則が新しくなります New PEFC Logo Rule 

 : 公示料金・ロゴ料金再変更  Review of Notification/Logo Fees  

 

国内ニュース  

PEFC認証企業・関係企業による懇親会 
去る 11 月 13 日、都内にて PEFC 懇親会が開催されま

した。これは、各社の PEFC の CoC 認証経緯や他社の

認証活用状況等、PEFCに関する情報交換の場が欲しい、

というお客様からのご要望に応えたもので、昨年に続

き2回目の開催となります。認証企業、認証機関、PEFC

ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ(PEFCAP)会員企業等からの参加者に、

大江理事長からのお礼と挨拶に続き武内事務局長か

らこの1年間のPEFCP活動報告、10月に開かれたPEFC 

総会報告、認証企業数が

1年間で約3倍となった

ことの報告がありまし

た。続いて、瀬崎林業株

式会社遠野東京支店長

の音頭による乾杯があ  

り、パーティーは大いに盛り上がりました。また、2009

年より適用される新しいロゴ使用規則の日本語翻訳

資料が配布・内容が説明されました。PEFCでは今後も

このような機会を作っていきたいと思っております。 

 

エコプロダクツ２００８に出展 
PEFCAPは12月11-13日に東京ビッグサイトで開催さ

れる第 10 回エコプロダクツ 2008 に今年も出展し、

PEFC を紹介する各種資料や国内外のPEFC認証商品の

サンプルを展示します。〈小間番号4026〉 

PEFC にご関心のある方や認証ご希望の方は是非ご来

場下さい。 

 

Domestic News 

PEFC Asia Promotions (PEFCAP) Networking Party 
The 2nd PEFC Networking Party was held on 13th Nov, to 
which PEFC-certified companies, certification bodies and 
PEFCAP members were invited.  This was held to 
respond to the clients’ requests for providing an occasion to 
exchange information/discuss the benefits of certification 
in their business. Following the thanks address by 
Chairman, Direc -tor/Secretary reported on the annual 
activity of PEFCAP; the remarkable annual growth of 
PEFC CoC certificates issued in Japan and the agenda of 
the PEFC Council General Assembly held on 31/Oct.  A 
toast was proposed by the representative of Sezaki Ringyo 
Co., Ltd.  The Japanese translation of the new Logo Rule  

was delivered and explained.  
This event was much appreciated 
by the partici -pants. PEFCAP 
will plan the same event 
regularly to benefit of PEFC- 
related organisations. 

 
PEFC Exhibits at 10th Eco-Products 2008 (11-13/Dec) 
This is the largest trade show held at Tokyo Big Sight 
addressing environmentally- friendly products/technologies 
in Japan with about 750 exhibitors.  Over 170,000 visitors 
are expected. PEFCAP displays PEFC materials and 
samples of PEFC-certified products. Please come and visit  
our stand (Stand No. 4026). 
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新規認証企業  
11月中に新たにCoC認証を取得された企業様です： 

- インノショウフォレストリー株式会社くめ工場 

- 王子製紙株式会社  

- トッパン・フォームズ株式会社  

PEFC-CoC認証企業は、計１０８社となりました。 

 
 

会員企業のご紹介 

PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞをサポート頂いている、会員企業

様のご紹介シリーズ、第１弾は明治製菓株式会社です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＦＲＡＮシリーズ 

 

 

国際ニュース 

PEFC評議会総会の報告 (10月31日) 
オーストラリアのキャンベラにて第12回PEFC評議定

期総会が開催されました。加盟34カ国35規格、及び 

アジア数カ国関係者もオブザーバー参加しました。ク 

ラーク会長からは、過去1年間のPEFCの大幅な成長 

（森林管理認証が約2億1千万ha、CoC認証4,200件） 

 

Newly Certified Companies 

Newly Certified Companies during November;- 
- Innosho Forestry Kume Factory 
- Oji Paper Co., Ltd. 
- Toppan Forms 
Total  number  reached  １０８ in Nov. 
 

 

PEFCAP Member Company 
Introduction of one of the PEFCAP member companies.  
The top batter is Meiji Seika Kaisha Ltd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"FRAN” series 

 

 

International News 

PEFC Annual General Assembly 2008 on 31st Oct 
The 12th Annual General Assembly was held in Canberra, 
Australia, with its 35 member schemes/34 countries and 
observers from several Asian countries.  Chairman Mr 
Clarke reported the remarkable growth of PEFC during the  
past 1 year especially its presence in Asia and that PEFC  
 

『ＰＥＦＣニュースレター』の発刊に寄せて 

ＰＥＦＣニュースレター第一号の発刊にあたりお喜

びを申し上げます。また、今年度は多くの企業が新た

に認証を取得されたとのことで、今後ますますのご発

展を期待いたします。 

明治製菓はさまざまな企業活動を通じて環境負荷の

低減に取組んでいますが、製品のパッケージについて

も、より地球環境にやさしいものを用いたいと考えて

おります。その一環で、２００４年にパッケージとし

ては国内で初めてＰＥＦＣの認証紙をチョコレート

「フラン」のパッケージに採用しました。「フラン」

のパッケージにはフィンランド産の板紙を使ってい

ますが、今後認証紙のパッケージを広めるため、国内

産の板紙にもＰＥＦＣの認証紙を増やしていただく

よう期待しております。 

 

明治製菓㈱ フード＆ヘルスケア購買部  安田篤史 

Congratulatory Message for “PEFC Newsletter” 
On behalf of Meiji Seika, I express my congratulations on 
the issuance of the first issue of PEFC News.  We are 
much pleased to know that increasing number of 
companies have been newly certified this year and expect 
even further growth in the future.   
We, Meiji Seika, have been making efforts in reducing 
burden on the environment through various corporate 
activities.  As a part of it, we are committed to use 
eco-friendly paper for the packaging our products and used 
PEFC-certified paper imported from Finland for the 
package of our chocolate confectionary product “FRAN” 
from 2004.  We are proud that we were the first company 
who used PEFC-certified paper in Japan.   
We expect a even further growth of PEFC paper 
domestically available in Japan in the future. 
 
Atsushi Yasuda 
Food & Health Care Division, Meiji Seika Kaisha Ltd. 
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と、アジア地域で強まった PEFC のプレゼンスについ

て、また主要なNGOや国際機関との活発な対話と交流

の強化について報告されました。この総会で承認され

た動議は； PEFC のガバナンス改善努力の一環として

「ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｽﾞ･ﾌｫｰﾗﾑ設立と定款の変更、PEFC テクニ

カル文書付属文書4（CoC規格）の一部改正（ﾎﾞﾘｭｰﾑ･

ｸﾚｼﾞｯﾄ方式「100％ルール」の廃止）、新しい PEFC ロ

ゴ規則の発効（従来の付属文書５の廃止）、他など。

詳細はPEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞまでご照会下さい。 

 

 

ＰＥＦＣニュース 

ＰＥＦＣロゴ使用規則が新しくなります 

10 月に開かれたPEFC 総会において、変更が発表され

ました(2009年1月より発効)。移行期間は1年間です

ので、現在ロゴをご使用頂いている企業様には追って

ご連絡させて頂きます。詳細は PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ

までご照会下さい。 

 

公示料金・ロゴ料金の変更のお知らせ（2009年より） 

新しいPEFC公示料金を10月に発表後、世界同時株価

下落に端を発した経済不況が発生しました。この状況

の深刻さを鑑み、認証企業のご負担軽減を最優先する

ため公示料金を再度見直し、料金の大幅引き下げを決

定致しました。引き続きの変更で大変ご迷惑をお掛け

致しますが、皆様のご負担を減ずるための措置という

ことで、よろしくご理解の程お願い申し上げます。こ

の新 PEFC 公示料金は 2009年 1月 1日から適用され、

以後は公示料金のお支払いにより、ロゴ契約書の締結

だけでロゴの使用が可能になります。既に私どもとロ

ゴ契約書を締結頂いている場合、その契約書は今後も

有効です。詳しくは PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞまたは認証

機関までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

*   *   *   * 

PEFCでは読者の皆様からの PEFCに関するご意見・ご希望、

また投稿を歓迎致します。 

PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞは皆様からのサポートによりPEFC普

及活動を行っております。ぜひ PEFC会員にご入会下さい。 

 

 

 

 

 

has exchanged/strengthened dialogues with major int’l 
organizations and NGOs.  Revision of a part of the PEFC 
Technical Documentation Annex 4 abolishing the “100% 
Credit Volume Method” of the New PEFC Logo Rule with 
1-year transition period, and other motions were adopted 
by this General Assembly. 
 
 
 
 
 

PEFC News 
New PEFC Logo Rule 
It was announced at the PEFC General Assembly in Oct;   
revision of a part of the PEFC Technical Documen -tation 
Annex 4 regarding the abolishment of the 100% of the 
Credit Volume Method, and introduction of the New PEFC 
Logo Rule with one-year transition period.  For those who 
already use PEFC logo, we will announce the details of this 
change later in due course. 
 
Review of PEFC Notification/Logo Fees (from 2009) 
Considering the recent global plunge of stock prices and 
the threatened serious economic slump, PEFCAP reviewed 
the new PEFC Notification Fees, which were announced in 
Oct, and has determined hurriedly to lower the fees for the 
purpose of facilitation of the clients' engagement in PEFC 
by reducing the relative cost.  For any queries, please 
contact the PEFC certification bodies or PEFCAP directly. 
 
 
 

 
 

*   *   *   * 

PEFC welcomes opinions, suggestions and contributions from the 

readers of PEFCAP News. 

PEFCAP continues activity for promoting PEFC in Japan/Asia 

based on your support.  Please contact us if you are interested. 
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