［Instructions for Completing an Certificate］
1. Product Name:

Enter the common name of the product(s). Multiple products may be
covered by the same certificate, but must be listed separately.
2. Net Weight of Lot(s):

Enter the net weight of lot(s) of each products covered by this certificate.
3. Lot Number：

Enter the lot number assigned to the product(s). If the lot number is not
assigned, enter the identification information (shipping marks, etc.) for the
product(s) covered by this certificate.
4. Producer Name:

Enter the name of producer (farmer or manufacturer) of the product(s). If
the producer of the product(s) is the final handler entered in Box 8, this Box
can be skipped.
5. Name of Producer’s Certification Body:

Enter the name of the certification body that certified the producer of the
product(s). If the producer is the final handler entered in Box 8, this Box can
be skipped.
6. Address of Producer’s Certification Body:

Enter the address of the certification body entered in Box 5. If the
producer is the final handler entered in Box8, this Box can be skipped.
7. Issuing Date of Certificate:

Enter the date (dd/mm/yyyy) when this certificate is signed.
8. Final Handler Name:

Enter the name of the certified individual or business that finally treated
the product(s) covered by this certificate.
9. Name of the entity who has issued the certificate：

Enter the name of the certification body that certifies the final handler
entered in Box 8.
10. Address of the Entity who has issued the Certificate:

Enter the address of the certification body entered in Box 9.
11. Remarks:

If needed, enter any remarks for the product(s) covered by this certificate.
12. Signature / Seal of Certification Body:

Enter the signature or seal of the authorized individual of the certif ication
body that issued this certificate. This individual is responsible for all aspects
of the issuance of this certificate.

［証明書記載要領］
１. 品名：
製品の一般的な名称を記載すること。製品が複数ある場合は別の行に記載すること。
２. ロットの正味重量：
製品毎にロットの正味重量を記載すること。
３. ロット番号：
製品にロット番号を付している場合は、ロット番号を記載すること。ロット番号を付し
ていない場合は、本証明書に記載された製品を識別できる情報（シッピングマーク等）を
本欄に記載すること。
４．生産業者名：
製品の生産業者（生産者、製造業者）の名称を記載すること。生産業者が８．の最終取
扱業者である場合は、本欄の記載は省略することができる。
５．生産業者の認証機関名：
製品の生産業者を認証している認証機関の名称を記載すること。生産業者が８．の最終
取扱業者である場合は、本欄の記載は省略することができる。
６．生産業者の認証機関の住所：
５.に記載した認証機関の住所を記載すること。生産業者が８．の最終取扱業者である場
合は、本欄の記載は省略することができる。
７．証明書発行年月日：
証明書の署名日を（月／日／年）で記載すること。
８. 最終取扱業者名：
本証明書に記載された製品について、最終的に取扱いをした認証事業者を記載すること。
９. 証明書発行機関名：
８．の最終取扱業者を認証した認証機関名を記載すること。
10. 証明書発行機関住所：
９．に記載した認証機関の住所を記載すること。
11. 備考：
本証明書に記載された製品について、備考があれば記入する。
12. 証明書発行責任者署名又は押印：
認証機関を代表するよう指名された者が証明書に署名又は押印すること。署名者は、証
明書の発行に関する全ての事項に対し、責任を有すること。

