
ISCC EU Directive 2009/28/EC*1に準拠したバイオ燃料生産用廃食油(UCO)に関する 

自主宣誓書 

Self-declaration on used cooking oils and fats (UCO) for biofuel production 
according to the Directive 2009/28/EC1 under ISCC EU 

(この書類はISCC DE/36th BlmSchV指示に対応しません)  (this document does not apply for deliveries under ISCC DE / 36th BImSchV) 
                                      
                                   

                                    

                                                    

                                                            

                                                     

この自主宣誓書への署名により、署名者は、次の要件が満たされていることを宣誓します。 
By signing this self-declaration, the signatory declares that the following requirements are met: 
 

 

1. 

提供物は、廃食油(UCO)*2のみを含有し、未使用油脂と混合されていない。 a) 又は b)にマークを記してください。 

□ a) 食用油は、全て、植物由来*3のものであります。 

□ b) 食用油は、全て、或は、部分的に、動物由来*3のものであります。（ラード、バター、獣脂） 

2. 
提供数量を記載した書類を、レボインターナショナルに提出しています。 

3. 
廃棄物防止及び管理（例：輸送、監督など）に関する条例に適合しています。 

＜注＞ この自主宣誓書の署名により、署名者は、認証機関の監査員（認証機関の能力評価の為に、監督機関の検

査員が随行する場合があります ）、及び、認証組織のスタッフが、“（バイオ燃料生産の）必要条件として、この

自主宣誓書の記載内容に合致しているかどうか”について、審査することを認識するものとする。 
Note: By signing this self-declaration, the signatory acknowledges that auditors from certification bodies (may be accompanied by inspectors 
from authorities with the purpose to evaluate the performance of the certification body) and staff of certification schemes can examine whether 
the requirements are met as stated in this self-declaration. 
 
 
                                                                                             
場所、日時（日-月-年） Place, date (date-month-year)    署名           Signature 
 
*1 ここで取り上げるバイオマスは、農業（植物、及び、動物からの物質を含む）、林業、及び、水産業／養殖業

などを含む関連産業からの生物資源と、それと同時に工業と市民からの製品、廃棄物、残留物の生分解性物質のみ

を指します（2009/28/EC指令による）。 

*2 いくつかのヨーロッパ諸国において、動物油脂はバイオマスとしてみなされないことに留意してください。 動

物由来の原料から生産されたバイオ燃料は、そのような国々ではバイオ燃料の割当としては不適合であるとされて

しまう可能性があります。 

*3 調理、或は、肉のフライに用いられ、その為に動物成分に汚されてしまった可能性のある植物油については、

動物由来の油として分類されることはありません。 
著作権：ISCCシステムGmbH 

EUバージョン1.00、2013年10月24日 
 

1Only biomass defined as the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture(including vegetal and 
animal substances), forestry and related industries including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and 
municipal waste (Directive 2009/28/EC). 
2 Please be aware, that animal fat is not considered biomass in some Member States. Biofuel produced from a feedstock of animal origin might 
thus not be eligible to be counted against the biofuel quota in those Member States. 
3 Vegetable oil which has been used for cooking or frying meat and therefore may be contaminated with animal content does not classify as of 
animal origin. 

Copyright ISCC System GmbH 
 EU Version 1.00, Status 24.10.2013 

※本文書内の日本語訳と英文内容に不整合、不一致などがある場合は英文内容が正式であり優先されます。 

 

 

廃食用油提供企業・店舗名： 
Point of Origin (e.g. restaurant): 

住所： 
Street address: 

県・市区町村名、郵便番号： 
Postal code, location: 

国名： 
Country: 

回収企業名： 
Recipient (Collecting Point): 

 

The delivery consists entirely of used cooking oil2 (UCO) and is not mixed with fresh oil. Please mark either a) or b): 

a) The cooking oil is entirely of vegetable origin3 □ 

b) The cooking oil is entirely or partly of animal origin3 (e.g. lard, butter, tallow) □ 

Documentation of quantities delivered is available. 

Applicable national legislation regarding waste prevention and management (e.g. transport, supervision etc.) are complied with. 

日   月 20  年 
Date        month           year 


