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欧州化学物質法規制最新動向 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/ 

 

 

REACH-IT の改訂 Q&A (2015 年 6 月～12 月、2016 年 3 月) 

                                                             2016 年 4 月 26 日 

 

REACH-IT   Q&A 

Unique ID                         項   目                                     頁 

 

Account management 
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 (2015 年度 REACH-IT  Q&A における改訂履歴) 

改訂 Q&A (Version 1.1) 

2015 年 6 月 4 日：[381]、[359] 及び[366] 

2015 年 10 月 20 日：[721]及び[734] 

2015 年 10 月 22 日：[719]及び[743] 

2015 年 11 月 16 日：[300]及び[345] 

2015 年 12 月 1 日：[340]、[383]、[384]及び[394] 

2015 年 12 月 2 日：[400]及び[361] 

2015 年 12 月 3 日：[379]、[396]、[397]、[407]、[369]、[367]、[357]及び[372] 

2015 年 12 月 10 日：[402]及び[395] 

2015 年 12 月 15 日：[287] 

2016 年 3 月 8 日：[352]及び[380] 

改訂 Q&A(Version 1.2) 

2015 年 12 月 2 日：[399] 

2015 年 12 月 3 日：[375] 

改訂 Q&A(Version 2.0) 

2015 年 6 月 4 日：[337] 及び[365] 

2015 年 12 月 3 日：[364] 

改訂 Q&A(Version 2.1) 

2015 年 12 月 10 日：[392] 

 

(過去の FAQ 及び Q&A の全文仮和訳の掲載について) 

2012 年 11 月 30 日以降に ECHA Q&A website から公表された REACH、CLP 及び殺生物性製

品規則(ePIC 及び R4BP3 を除く)に関わる Q&A 及び FAQ の翻訳は、著書「欧州化学物質法

規制ガイドブック」の書籍購入者専用 HP にて掲載しています。 

現在の番号(New Unique ID)で表記して、2012 年 11 月 30 日以降に ECHA Q&A website から

公表された REACH、CLP 及び殺生物性製品規則(BPR)に関わる追加/修正された Q&A 及び

FAQ で上記読者専用 HP に全文翻訳が掲載されているものは以下の通りです： 

43, 44, 55, 105, 116, 129, 130, 144～148, 154, 155, 166, 222, 249～252, 258, 262, 270, 274, 475～

497, 748, 787, 804, 805, 819～850, 898～916(901, 907 は欠番), 918～925, 935～961, 978～998, 

1003～1039, 1049～1053, 1057～1099(1084, 1090 は欠番), 1109～1113, 1122～1136 

(1131 は欠番) 

 

この情報機構 HP の公開情報のおいては、2015 年 10 月 9 日以降に ECHA Q&A website から

公表された追加/修正の Q&A 及び FAQ、更に、それ以前の修正 Q&A（Version 1.1 以降の改

訂）についても遡ってそのすべての全文仮和訳を公表しています。 
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Account management 

(原文) 

[337] What should I do if I forgot my User ID or password and/or my account is blocked? 

 

If you have only forgotten your password but you know your User ID and the answer to your 

Security Question (you set it when you logged in to REACH-IT for the first time), you can request a 

new password and/or unblock your account yourself by following the instructions below. 

 

If you do not remember your User ID, the answer to your Security Question, or your account is 

blocked for reasons other than multiple unsuccessful attempts to log in, you will need to contact a 

Company Manager for your REACH-IT legal entity, or, if you are the only Company Manager for 

your REACH-IT legal entity, contact the ECHA Helpdesk using the REACH-IT User management 

webform: http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management 

 

Instructions for resetting your password and unblocking your REACH-IT account. 

 

Step 1. Go to the REACH-IT login page and click on the "Forgot your user ID or password?" link. 

 

Step 2. Enter your User ID and the text shown in the frame and click the "Submit" button. 

 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management
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Step 3. Answer your security question and click the "Submit" button. 

 

If your answer was correct, you will see a confirmation that a new password has been sent to the 

email address indicated in your REACH-IT account.  

 

For security reasons, REACH-IT limits the number of attempts to three (3) when answering your 

security question. If you exceed this limit, your account will be blocked and you will no longer be 

able to unblock it yourself. If this happens, you will need to contact a Company Manager for your 

REACH-IT legal entity and ask them to unblock your account. If you are the only Company 

Manager for your REACH-IT legal entity, contact the ECHA Helpdesk using the REACH-IT User 

management webform: 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management 

The password sent is a one-time password and you will be asked to change it the next time you log 

into REACH-IT. 

 

For further information please consult a factsheet called 'Avoid your REACH-IT account being 

blocked'. The factsheet is available at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

 

Note: For security reasons, you should always avoid sending your REACH-IT account 

password by email to anyone, including the European Chemicals Agency. 

REACH-IT  

Account management 

Version 2.0  

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
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Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[337] 自分のユーザーID を忘れた及び/又は自分のアカウントが遮断されたら一体、どうす

るべきなのか？ 

 

自分のパスワードだけを忘れたが自分のユーザーID 及び自分のセキュリティの質問(最初

に REACH-IT へログインする時に設定したもの)への回答が判っている場合、以下の指示に

従うことで、新しいパスワードを要求し及び/又は自ら自分のアカウントの遮断を解除 

することができる： 

 

自分のユーザーID、自分のセキュリティの質問への回答を覚えていない、又はログインへ

の試みが何度も不成功になる以外の理由のために、自分のアカウントが遮断される場合、

自分の REACH-IT 法人のための会社の管理者と連絡を取る必要がある。又は、自分が自分

の REACH-IT 法人のための唯一の会社の管理者である場合は、以下の REACH-IT 使用管理

webform を使用して、ECHA のヘルプデスクと連絡を取る必要がある： 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management 

 

自分のパスワードをリセットし、自分の REACH-IT アカウントの遮断を解除するための 

説明書。 

 

ステップ 1.  REACH-IT ログインページに進み、「自分のユーザーID 又はパスワードを 

忘れた」のリンクをクリックする。 

 

ステップ 2. 自分のユーザーID 及びそのフレームに現れたテキストを入力し、「提出」ボタ

ンをクリックする。 

 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management
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ステップ 3. 自分のセキュリティの質問に回答し、「提出」ボタンをクリックする 

 

自分の回答が正しい場合、新しいパスワードが自分の REACH-IT アカウントにおいて示さ

れた電子メールアドレスへ送付された旨の確認が見える。 

 

自分のセキュリティの質問に回答する場合、セキュリティの理由で、REACH-IT は、 

その試みの数を 3 つに限定している。この制限数を超える場合、アカウントが遮断され、

もはや自分ではそれを解除することはできなくなる。これが発生した場合、自分 REACH-IT

法人のための会社の管理者と連絡を取って、自分のアカウントの遮断の解除を依頼する必

要がある。自分が自分の REACH-IT 法人のための唯一の会社の管理者である場合は、 

以下の REACH-IT 使用管理 webform を使用して、ECHA のヘルプデスクと連絡を取る必要

がある：http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management 

送られたパスワードは一回限りのパスワードであり、次にREACH-ITにログインする時に、

それを変更することが要求される。 

 

詳細情報については、「自分の REAQCH-IT アカウントが遮断されるのを回避する」と呼ば

れるファクト・シートを参考にしてください。 

そのファクト・シートは、以下の URL で入手できる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

 

注意：セキュリティの理由で、自分の REACH-IT アカウントのパスワードを、ECHA を含

めて誰かに電子メールで送付することは常に避けるべきである。 

 

 

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/echa-helpdesk/reach-it-user-management
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
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(原文) 

[340] Where can I find the email address related to my REACH-IT account? 

 

You can find the email address related to your REACH-IT user account from your user ID 

information available by clicking on the link under the REACH-IT banner. 

 

REACH-IT  

Account management 

Version 1.1  

Latest update 01/12/2015 

(仮訳) 

[340] REACH-IT アカウントに関連した電子メールアドレスはどこに見つけられるのか？ 

 

REACH-IT のバナーの下のリンクをクリックすることで入手できる自分のユーザーID 情報

から自分の REACH-IT ユーザーアカウントに関係した電子メールアドレスを見つけること

ができる。 

 

 

 

Business Rules 

(原文) 

[392] Use of the Validation Assistant plug-in in IUCLID 5 

 

This tool simulates both Business Rules verification (only for those set of rules where the 

verification is not dependent on information in REACH-IT) and Technical Completeness Check 

(TCC) performed by ECHA. It can be downloaded from the IUCLID 5 website at: 
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http://iuclid.echa.europa.eu. 

 

After accepting the license agreement and the disclaimer, you will be able to download a file 

containing the “Validation Assistant plug-in” as well as the user manual which will help you to 

install it. 

 

In addition, the Validation Assistant includes the Dossier Quality Assistant that helps users detect 

potential inconsistencies in their IUCLID registration and inquiry notification dossiers. 

 

Remember to use the Validation Assistant plug-in to verify that the dossiers are complete and that 

they will pass TCC when submitted to REACH-IT. 

 

Do not forget to check the latest documentation provided with the plug-in available at the Support 

>> Documentation section of the IUCLID 5 website at: http://iuclid.echa.europa.eu 

REACH-IT  

Business Rules 

Version 2.1  

Latest update 10/12/2015 

(仮訳) 

[392] IUCLID 5 における検証支援プラグインの使用 

 

ビジネス規則の検証(その検査が REACH-IT における情報に依存しない場合の一連の規則の

ためだけのもの)及び ECHA による技術的順守チェック(TCC)の両方を、このツールは 

シミュレーションする。それは以下の IUCLID 5 website からダウンロードできる：

http://iuclid.echa.europa.eu 

 

使用許諾契約及び免責条項を受け入れた後に、そのインストールに役に立つユーザーマニ

ュアルと共に、「検証支援プラグイン」を含むファイルをダウンロードできる。 

 

更に、IUCLID 登録及び問合わせの届出一式文書における潜在的な矛盾を使用者が検出 

するのに役に立つ一式文書品質支援がその検証支援に含まれる。 

 

一式文書が完全であること及び REACH-IT へ提出される時にそれらが TCC に合格する 

ことを確かめるには、忘れずにその検証支援プラグインを使用すること。 

 

支援 >> IUCLID 5の文書セクションの以下のwebsiteで入手できるプラグインが提供されて

http://iuclid.echa.europa.eu/
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://iuclid.echa.europa.eu/
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いる最新の文書を、忘れずに確認すること。 

 

 

(原文) 

[394] Joint submission tonnage band 

 

Member registrants need to ensure that the tonnage band they indicate in the IUCLID 5 dossier is 

either equal to or lower than the tonnage indicated by the lead registrant in the joint submission, 

otherwise the member registrant’s submission may fail. 

 

The lead registrants and the member registrants must indicate the individual estimated quantities of 

the manufactured/imported substance in tonnes per calendar year (or multi-yearly average) and 

report them in section 3.2. 

 

Both the member registrants and the lead registrant need to specify their own tonnage band in step 7 

of the dossier creation wizard, when creating their registration dossier. These fields will be used to 

determine the registration tonnage band to be included in the calculation of your fee. 

 

The template selected in step 1 during the registration dossier creation in IUCLID 5 will determine 

whether the submission corresponds to a lead registrant/individual submission or a member 

registrant. 

REACH-IT 

Business Rules 

Version 1.1  

Latest update 01/12/2015 

(仮訳) 

[394] 共同提出のトン数帯 

 

IUCLID 5 の一式文書の中で自分たちが示しているトン数帯が、その共同提出において先導
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登録者によって示されているトン数帯と等しいか又はそれ未満のどちらかであることを、

メンバー登録者は保証する必要がある。そうでなければ、そのメンバー登録者の提出は不

合格になることもある。 

 

先導登録者及びメンバー登録者は、個々の製造された/輸入された物質のカレンダー年毎(又

は複数年の平均)のトン数量の見積を示して、それをセクション 3.2 において 

報告しなくてはならない。 

 

メンバー登録者及び先導登録者の両者は、登録一式文書を作成する場合、一式文書作成 

ウィザードのステップ 7 において自分たちのトン数帯を特定する必要がある。 

これらのフィールドは、自分の手数料の計算に含まれることになっている登録トン数帯を

決定するのに使用される。 

 

IUCLID 5 においける登録一式文書作成の間のステップ 1 において選択された書式によって、

どの提出が先導/個人の提出又はメンバーの登録に対応するのかが決まる。 

 

 

(原文) 

[395] Submitting a member Dossier 

You, as a member registrant, need to ensure that the dossier template that was used in IUCLID 5 in 

step 1 of your registration dossier creation is the “REACH Registration member of a Joint 

Submission” for the “general case” or for “intermediates”. 

 

Member registrants cannot submit their dossiers until the lead dossier has successfully passed 

business rules and has been accepted for processing at ECHA. The status of the lead dossier can be 

checked by searching the submission under: Joint Submission >> View Joint Submissions in 

REACH-IT. A green-mark (✔) under the “Lead Dossier information” section indicates that the lead 

dossier successfully passed business rules and you can submit your member dossier. 
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In case you want to update a dossier, it needs to be indicated when creating the dossier in IUCLID 5 

(step 6 of the dossier creation wizard) as shown in the following screenshot: 

 

As the reason for updating, select either “Further to request/decision from regulatory body” or 

“Spontaneous update”. 

 

First time dossier submitters who failed the business rules check should correct the errors and 

resubmit the dossier. DO NOT indicate the corrected dossier as an update! A dossier can be updated 

only after a successfully completed submission, or in submissions that failed the Technical 

Completeness Check (TCC). 

 

An updated dossier must contain the submission number of the dossier it is intended to update. This 

would be (a) the submission number of the latest successfully completed submission for this 

substance or (b) the submission number of the dossier that failed TCC in case of requested update. 

 

Further information and examples on how to deal with your registration dossier can be found in the 

Data Submission Manual Part 4 – How to Pass Business Rules Verification (“Enforce Rules”) on the 

ECHA website at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

REACH-IT 

Business Rules 

Version 1.1  

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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Latest update 10/12/201 

(仮訳) 

[395] メンバーの一式文書の提出について 

 

メンバー登録者として、自分の登録一式文書作成のステップ 1 における IUCLID 5 で使用さ

れる一式文書の書式が、一般的な場合のための共同提出の REACH 登録メンバーの 

ものか、中間体のための共同提出の REACH 登録メンバーのものなのかを確認する必要があ

る。 

 

その先導一式文書がビジネス規則に首尾よく合格し、ECHA での処理のために受理されるま

では、メンバー登録者は自分の一式文書を提出できない。その先導一式文書の状況は、共

同提出 >> REACH-IT における共同提出の閲覧 の下にある提出を検索することによって

確認できる。「先導一式文書情報」の下にあるグリーンマーク(✔)は、 

その先導一式文書が首尾よくビジネス規則に合格し、あなたが自分のメンバー一式文書を

提出できることを示している。 

 

一式文書を更新したい場合、IUCLID 5 において一式文書を作成する時(一式文書作成ウイザ

ードのステップ 6)に、以下のスクリーンショットにおいて示されているように、それが表

示される必要がある。 

 

更新の理由として、「取締機関からの要請/決定への更なる回答」又は「自発的改定」の 

いずれかを選択する。 
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ビジネス規則のチェックに不合格になった最初の一式文書提出者は、その誤りを訂正し一

式文書を再提出するべきである。その訂正した一式文書を改定版として示してはいけない。

提出を首尾よく完了した後にだけ、又は技術的順守確認(TCC)に不合格になった提出におい

てだけ、一式文書は改定できる。 

更新された一式文書には、更新が予定されている一式文書の提出番号が含まれなくてはな

らない。これは、(a) この物質に対する最新の首尾よく完了した提出の提出番号、又は(b) 要

求された改定の場合、TCC を不合格になった一式文書の提出番号 となる。 

 

登録一式文書を処理するやり方に関する詳細情報及び具体例は、以下の ECHA website に 

おけるデータ提出マニュアル パート 4－ビジネス規則検査(施行規則)を合格するやり方で

見つけることができる。 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

 

C&L notifications 

(原文) 

[383] Working with classification and labelling (C&L) notifications 

 

REACH-IT allows companies to search and view C&L notifications submitted in the past. All 

information found can easily be exported in PDF or CSV format and stored by the users in their own 

database. 

 

The online functionality allows companies to prepare their C&L notifications directly in REACH-IT 

and to search the inventory to see whether the same substance has already been notified by another 

company, or if a harmonised classification already exists for the substance. If a match is found, the 

existing classification and labelling can be used by clicking the “I agree” button available. 

REACH-IT 

C&L notifications 

Version 1.1  

Latest update 01/12/2015 

(仮訳) 

[383] 分類及び表示(C&L)届出を扱う作業 

 

REACH-IT は企業が過去に提出された C&L 届出を検索し閲覧することを許可している。見

つかったすべての情報は、PDF 又は CSV フォーマットで容易にエクスポートでき、 

使用者によって自分のデータベースに保管できる。 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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そのオンライン機能によって、企業は自分の C&L 届出を REACH-IT において直接、作成し、

その同じ物質が別の会社によって既に届出されているかどうか又はその物質に対する調和

化された分類が既に存在しているかどうかを確認するためにインベントリーを検索 

することができる。適合するものが見つかった場合、利用可能な「同意する」ボタンを 

クリックすることで、その既存の分類及び表示は、使用することができる。 

 

 

(原文) 

[384] Who has to submit a C&L notification? 

 

Manufacturers or importers who place a substance on the market will have to notify certain 

information to ECHA that will be included in the C&L inventory if the substance is: 

 > Subject to registration under Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH); 

 > Classified as hazardous under CLP; 

 > Classified as hazardous under CLP and present in a mixture, which is placed on the market, above 

the concentration limits specified in Annex I of CLP which results in the classification of the 

mixture as hazardous. 

 

However, if the classification and labelling information required by the CLP Regulation has already 

been submitted in a REACH registration dossier, a separate notification to the C&L inventory is not 

necessary. 

 

Alternatively, a third party who is not a manufacturer or importer (e.g. an OR who has already been 

appointed for the purposes of registration under REACH) may submit a group notification on behalf 

of the EU importers. Further information on this topic can be found in our C&L notification pages at 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory/who 

REACH-IT 

C&L notifications  

Version 1.1  

Latest update 01/12/2015 

(仮訳) 

[384] C&L 届出を提出しなくてはならないのは誰か？ 

 

その物質が以下の対象となる場合に、物質を上市する製造者又は輸入者が、C&L インベン

トリーに収載されるある情報を ECHA へ届出しなくてはならない： 

 > 規則(EC) No 1907/2006(REACH)の下において登録の対象となるもの 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory/who
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 > CLP 規則の下において有害性として分類されるもの 

 > CLP 規則の下において有害性として分類され、上市されている混合物中に、CLP 

規則の附属書Ⅰにおいて規定されている濃度限界値を超えて、存在していて、 

それによってその混合物の分類を有害性とする結果をもたらすもの 

 

しかしながら、CLP 規則によって要求される分類及び表示の情報が、REACH 登録の一式文

書において既に提出されている場合、C&L インベントリーへの別個の届出は必要ではない。 

 

もう一つの方法として、製造者又は輸入者ではない(例えば、REACH の下での登録の目的の

ために既に指名されているOR)は、EU輸入者の代わりに、グループ届出を提出してもよい。

このトピックに関する詳細情報は、以下の URL の C&L 届出ページにある： 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory/who 

 

 

Dissemination 

(原文) 

[399] Where can I see the list of registered substances? 

 

Public access to registered substances is provided on ECHA’s website, in 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 

  

The information of the registrant of a particular substance can be found under “Administrative data”. 

REACH-IT  

Dissemination 

Version 1.2  

Latest update 02/12/2015 

(仮訳) 

[399] 登録された物質のリストはどこで見られるのか？ 

 

登録物質への公開アクセスは以下の URL の ECHA website で提供されている：

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 

 

特定の物質の登録者の情報は、「管理データ」の下で見つけられる。 

 

 

(原文) 

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory/who
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
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[400] How can I check which information will be published from my registration dossier? 

The dissemination plug-in can be used to check which information from your registration dossier 

will be published on ECHA’s website. The plug-in is available in the download section of the 

IUCLID 5 website (http://iuclid.echa.europa.eu) 

 

Detailed information can also be found in the Data Submission Manual 15－How to determine what 

will be published on the ECHA website from the registration dossier and its technical annexes, 

which illustrate with screenshots of the entire IUCLID dossier if the information will be 

disseminated or not. The manual is available under the Data Submission Manuals section at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

Information deriving from submitted registration dossiers will be regularly added to the ECHA 

website. 

Registrants submitting a registration dossier or an updated dossier should use the dissemination 

plug-in before submission to verify what information will be published from their registration 

dossier. 

REACH-IT  

Dissemination 

Version 1.1  

Latest update 02/12/2015 

(仮訳) 

[400] 自分の登録一式文書からどの情報が公開されるのかどのようにして確認できるの

か？ 

 

自分の登録一式文書からどの情報がECHAのwebsiteで公開されるのか確認するための公開

プラグインが使用できる。IUCLID 5 website (http://iuclid.echa.europa.eu/) 

のダウンロードセクションで、そのプラグインが入手できる。 

 

詳細情報は、データ提出マニュアル 15－登録一式文書及びその技術的附属書から何が

ECHA の website において公開されるのかの決定方法でも見ることができ、それはその情報

が公開されるのかどうかを、IUCLID 一式文書全体のスクリーンショットを使って図示する。

そのマニュアルは以下の URL にあるデータ提出マニュアルセクションの下で入手できる：

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

提出された登録一式文書に由来する情報は、定期的に ECHA の website へ追加される。 

登録一式文書又は更新された一式文書を提出する登録者は、その登録一式文書からどの 

http://iuclid.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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情報が公開されるのかを確かめるために、提出前にその公開プラグインを使用するべき 

である。 

 

 

(原文) 

[402] I submitted a successful registration dossier. When will my company details be 

included/updated in the Registered substances page? 

 

It takes ECHA up to four months from the date of submission to update the information received 

from registration dossiers. 

 

Once a registration dossier is considered to be complete, the information from your dossier will be 

filtered for confidentiality, aggregated to merge the information from all dossiers in the joint 

submission into a single dossier and processed to provide this information in the format of the 

Registered substances page. ECHA regularly updates the information received from registration 

dossiers. If your registration dossier has gone through all these steps successfully, the information 

from your registration dossier will be updated in the Registered substances page. 

 

You may verify the last updated date at: 

http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 

 

In specific cases where an only representative has included importer(s)/supplier(s) in section 1.7 of 

their registration dossier and no confidentiality flags have been added, ECHA understands that the 

registrant opted for the publication of the supplier’s name (s). 

 

Further information can be found: 

 > In the Data Submission Manual 16 – Confidentiality Claims available under section Data 

Submission Manuals at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manu

als 

 

 > In the Press Release at: 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numbers-

now-published 

REACH-IT  

Dissemination 

http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numbers-now-published
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numbers-now-published
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Version 1.1  

Latest update 10/12/2015 

(仮訳) 

[402] 私は登録一式文書の提出に成功した。私の会社の詳細情報は何時、登録された物質の

ページに収載/更新されるのか？ 

 

ECHA が登録一式文書から受理した情報を更新するには、提出日から最大で 4 ヶ月 

要する。 

 

登録一式文書が完全であると見なされたら、直ちに、自分の一式文書からの情報は機密 

保持のためのフィルターにかけられ、共同提出におけるすべての一式文書からの情報を 

単一の一式文書に統合するために集められ、そして、登録物質ページの書式にこの情報を

提供するために処理される。ECHA は登録一式文書から受理した情報を定期的に更新 

する。登録一式文書がこれらのすべてのステップを首尾よく通過した場合、自分の登録一

式文書からの情報は、登録された物質のページにおいて更新される。 

 

最新の更新情報を、以下の URL で検証してもよい：

http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances. 

 

OR が自分たちの登録一式文書のセクション 1.7 において輸入者/供給者を含めて、機密保持

のフラッグが加えられていない特別な場合は、ECHA はその登録者はその供給者の名称の公

開を選択したと理解する。 

 

詳細情報は、以下で見つけることができる： 

 > 以下の URL にある、データ提出マニュアル 16－データ提出マニュアルのセクション

の下にある機密保持請求： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-

manuals 

 

 > 以下の URL にある、プレスリリース： 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numb

ers-now-published 

 

 

Functionalities 

(原文) 

http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numbers-now-published
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/company-names-and-registration-numbers-now-published
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[300] What is a pre-SIEF and how do I find it? 

The pre-SIEF is a page in REACH-IT listing the pre-registrants of the same identifier (e.g. EINECS 

entry) and their contact details. To get to the page: Click on “search” >  

1. Click on search > Pre-SIEF 

 

2. Select query “Overview of Pre-SIEFs” > search by filling in the different search criteria (e.g. EC, 

CAS etc) 

 

3. Search results are displayed at the bottom of the page > click on the link of the substance ID 
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4. The Pre-SIEF page is opened with information on the substance ID and the Pre-SIEF partnership 

 

This information allows the pre-registrants to contact each other to validate that they are 

manufacturing, intending to manufacture or importing a substance that is sufficiently similar to allow 

the valid joint submission of data. 

 

When agreement on the sameness of substance is reached, a SIEF is formed. ECHA does not 

participate in the discussions between the potential registrants and does not confirm or reject the 

creation of a particular SIEF. 

 

The pre-SIEF page has limited possibility to communicate. One message field can be used by the 

SIEF Formation Facilitator. It allows only a limited number of characters to be used for key 

messages and referring to further contact details and/or communication tools. 

REACH-IT 

Functionalities 

Version 1.1 

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[300] 予備 SIEF とは何か？そしてそれをどのようにして見ることができるのか？ 

 

予備 SIEF は、同じ識別子(例えば、EINECS 登録)の予備登録者及びその連絡先詳細をリスト

している REACH-IT にあるページである。 

このページに行くためには、「検索をクリック」＞  
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1. 検索をクリック ＞ 予備 SIEF 

 

2. 質問「予備 SIEFの概観」を選択 ＞ 別の検索クライテリアを記入する(例えば、EC、CAS

等) 

 

3. 検索結果がページの末尾に表示される ＞ 物質 ID のリンクをクリックする 
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4. 物質 ID 及び予備 SIEF の協力関係に関する情報を有する予備 SIEF ページが開く 

 

この情報によって、有効なデータの共同提出を許可するのに十分なほど類似している物質

を自分たちが製造している、製造を意図している又は輸入していることを確認するために、

予備登録者がお互いに連絡することができることになる。 

 

物質の同一性に関する合意に達した場合、SIEF が形成される。潜在的な登録者の間の議論

に ECHA は参加せず、特定の SIEF の形成を承認も又は拒否もしない。 

 

予備 SIEF のページは、情報伝達する可能性を制限している。一つのメッセージフィールド

がその SIEF 形成促進者によって使用できる。それは、主要メッセージ及び追加の連絡先詳

細情報への参照及び/又は情報伝達ツールに対して使用されるには、限定された文字数だけ

を許可している。 

 

 

(原文) 

[361] Where can I find the contact details of my co-registrants in the pre-SIEF? 

 

There are two ways to retrieve the contact details of pre-SIEF members through the Pre-SIEF >> 

View Pre-SIEF membership menu: 

> Individual contact details: select the Contact organisation you are interested in and click on the 

 View contact information button. 

> All pre-SIEF members’ contact details: click on the link “Export the full pre-SIEF description in  

XML format” under the View contact information button. 
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You can find more information on pre-SIEFs in the REACH Industry User Manual 05 at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals 

REACH-IT 

Functionalities 

Version 1.1  

Latest update 02/12/2015 

(仮訳) 

[361] 予備 SIEF における自分の共同登録者の連絡先詳細情報をどこで見つけられるのか？ 

 

予備 SIEF >> 予備 SIEF メンバー会員メューを通じて、予備 SIEF メンバーの連絡先詳細情

報を検索するには以下の２つの方法がある： 

 > 個々の連絡先詳細情報：自分が関心を持つ連絡先組織を選択し、連絡先情報の表示 

ボタンをクリックする。 

 > すべての予備 SIEF メンバーの連絡先詳細情報：連絡先情報の表示ボタンの下の 

「XML書式での完全な予備 SIEF 記述のエクスポート」へのリンクをクリックする。 

 

以下の URL の REACH 産業使用者マニュアル 05 に予備 SIEF に関する詳細情報がある： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals 

 

 

Invoicing 

(原文) 

[719] When do I have to pay ECHA’s invoice? 

 

The timelines for payment of fees levied under the REACH Regulation are specified in the REACH 

Fee Regulation as subsequently amended by the Commission Implementing Regulation (EU) No 

254/2013 (see QA 716) and the precise due date is set out in ECHA's invoice. 

 

Fees invoiced for initial and update registrations 

 

In the case of fees for registrations submitted, as well as in the case of updates of a registration, the 

initial payment due date of the fee is set at 14 calendar days from the date on which the invoice was 

notified to you. However, in the case of fees for registration of pre-registered substances, which are 

submitted to ECHA during the two months preceding the relevant registration deadline specified in 

Article 23 of the REACH Regulation, the initial payment due date of the fee is set at 30 calendar 

days from the date on which the invoice was notified to you. 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/716
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If the payment has not been made within the prescribed period (by the initial payment due date), 

ECHA will set a second deadline for payment. This second deadline (extended due date) is usually 

up to 60 calendar days from the initial payment due date. 

 

If the payment is not made by the extended payment due date, the registration fails the completeness 

check and will be rejected. 

 

For updates of a registration unrelated to tonnage band changes, the registrant has the possibility to 

request a further extension of the second deadline for payment of the corresponding fee before its 

expiry. In practice, this request for extension of the second deadline for payment applies only to: 

 > Fees levied for new chargeable confidentiality claims included in spontaneous updates; 

 > Fees levied as a consequence of a legal entity change. 

 

The request for extension should be submitted before the expiry of the second deadline via the 

ECHA Helpdesk using the contact form on ECHA's website and selecting the menu item "I need to 

prepare a SUBMISSION to ECHA...". 

 

 

If the payment is not made by the deadline of the extension, the update fails the completeness check 

and will be rejected. 

 

Fees invoiced for notification of an exemption for product and process oriented research and 

development (PPORD), as well as charges for requests to extend this exemption. 

 

Fees for notification of PPORD exemptions: the initial payment due date of the fee is seven calendar 

days from the date on which the invoice was notified to you. Requests to extend a PPORD 

exemption: the initial payment due date of the fee is set at 30 calendar days from the date on which 

the invoice was notified to you. 

 

If the payment has not been made within the prescribed period (by the initial payment due date), 

ECHA will set a second deadline. This second deadline (extended payment due date) is usually up to 

60 calendar days from the initial payment due date. 

 

Where the payment is not made by the expiry of the second deadline, the notification or the request 

for an extension will be rejected. 

http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
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REACH-IT   

Invoicing 

Version 1.1  

Latest update 22/10/2015 

(仮訳) 

[719] 何時、ECHA のインボイスに支払わなければならないのか？ 

 

REACH 規則の下に徴収される手数料の支払いに対するスケジュールは、その後、欧州委員

会施行規則(EU) No 254/2013 によって修正された、REACH 手数料規則において規定されて

いる(QA 716 を参照)。そして、その正確な締切期日は、ECHA のインボイスに提示されて

いる。 

 

最初の及び更新登録に対して請求される手数料 

 

登録の更新の場合と共に、提出された登録に対する手数料の場合、その手数料の最初の支

払い期限は、そのインボイスが通知された日から 14 カレンダー日に設定されている。 

しかしながら、REACH 規則の第 23 条において規定されている関連する登録の期限に先行

する 2 ヶ月の間に ECHA へ提出された、予備登録された物質の登録に対する手数料の 

場合、その手数料の最初の支払い期限は、そのインボイスが通知された日から 30 カレンダ

ー日に設定されている。 

 

その支払が所定の期間内になされていない場合(最初の支払い期限)、ECHA は 2 番目の支払

い期限を設定する。この 2 番目の期限(延長締切期日)は、最初の支払い期限から通常、 

最大で 60 カレンダー日までである。 

 

その支払がその延長支払期限までになされなかった場合、その登録はその完全性チェクに

不合格となり、拒絶されることになる。 

 

トン数帯の変更とは無関係の登録の更新に対しては、その登録者はその期限満了前に、 

その対応する手数料の支払いに対する 2 番目の期限の更なる延長を要請することが 

できる。 

実際には、この支払のための 2 番目の期限の延長の要求は以下の場合にだけ適用される： 

 > 自発的更新に含まれる新しい課税されるべき機密保持請求に対して徴収される 

  手数料； 

 > 法人の変更の結果として徴収される手数料 

 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/716
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ECHA の website における問合わせ書式を使用し、「私は ECHA への提出を作成する必要が

ある。」のメユー項目を選択して、ECHA のヘルプデスクを経由して、2 番目の期限の満了

前に、その延長のための要求が提出されるべきである。 

 

その延長の期限までにその支払がなされない場合、その更新は完全性チェックに不合格と

なり、拒絶される。 

 

その免除を延長するための要求に対する料金と共に、製品・プロセス指向研究開発(PPORD)

に対する免除の届出に対して請求された手数料 

 

PPORD 免除の届出に対する手数料：手数料の最初の支払い期限は、そのインボイスが通知

された日から 7 カレンダー日である。 

PPORD 免除を延長する要求：手数料の最初の支払い期限は、そのインボイスが通知された

日から 30 カレンダー日である。 

 

その支払がその所定の期間内(最初の支払い期限)になされなかった場合、ECHA は 2 番目の

期限を設定する。この 2 番目の期限(延長された支払期限)は通常、最初の支払い期限から最

大、60 カレンダー日までである。 

 

その支払がその 2 番目の期限の満了までになされない場合、その延長のための届出又は要

求は拒絶される。 

 

 

(原文) 

[721] How do I pay ECHA's invoice? 

 

Bank transfer is the only accepted payment method. Other types of payment, such as cheque, 

banker's draft or cash, are not accepted by ECHA. 

 

Payments should be executed in Euros only and it must be ensured that the full amount of the 

invoice is received by ECHA. Deductions of bank charges, from exchange rate differences or of any 

other costs will lead to an underpayment of the invoice. 

 

The following bank details are indicated on all invoices issued under the REACH Regulation: 

   Bank: Pohjola Bank Plc, P.O. Box 308, FIN-00013 POHJOLA Finland 

Account number: 500001-20243349 

http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
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IBAN Code: FI9850000120243349 

BIC/SWIFT Code: OKOYFIHH 

 

Please note that separate instructions for the payment of Appeal Fees exist. These are explained in 

the relevant section of the Board of Appeal on ECHA’s webpage. 

 

In the payment instruction, the invoice number should be indicated as the reference number. 

According to Article 17(1) of the REACH Fee Regulation, every payment must indicate the invoice 

number. Thus, in the free text message/communications field of the payment you should indicate 

only the payment reference indicated on the invoice. It is comprised of eight digits and you will find 

it next to ECHA's bank details on the invoice. This is very important, as your payment is 

automatically processed by REACH-IT. Please instruct your accounts payable/payments department 

and your bank accordingly. 

 

REACH-IT 

Invoicing 

Version 1.1 

Latest update 20/10/2015 

(仮訳) 

[721] ECHA のインボイスはどのように支払うのか？ 

 

銀行口座振替だけが、受理される支払手段である。小切手、銀行(為替)手形又は現金の 

ような支払のその他の種類は、ECHA によって受理されない。 

 

支払はユーロだけで実行されるべきであり、インボイスの全額が ECHA によって受理され

ることが保証されなくてはならない。為替レートの差からの又はその他の費用の銀行振込

手数料の控除額は、そのインボイスが十分に支払われないことにつながる。 
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以下の銀行の詳細説明は、REACH 規則の下に発行されるすべてのインボイスに表示 

される： 

銀行：Pohjola 銀行、P.O. Box 308、FIN-00013 POHJOLA フィンランド 

口座番号：500001-20243349 

IBAN コード：FI9850000120243349 

BIC/SWIFT コード：OKOYFIHH 

 

控訴料の支払いのための独立した説明書が存在することに注意してください。これらは

ECHA の website における控訴審査会の関連するセクションにおいて説明されている。 

 

その支払の指示において、インボイス番号は参照番号として表示されるべきである。REACH

手数料規則の第 17 条(1)に従って、すべての支払いはそのインボイス番号を示さなくてはな

らない。それ故に、その支払の自由テキストメッセージ/伝達フィールドにおいては、イン

ボイス上に表示された支払参照だけを表示すべきである。 

それは 8 桁から構成され、インボイス上の ECHA の銀行の詳細情報の隣にある。支払が

REACH-IT によって自動的に処理されるために、このことは非常に重要である。 

 

自社の支払い口座部門及び銀行に適切に、指示して下さい。 

 

 

 

(原文) 

[734] Does ECHA send credit notes? 

 

If an invoice is cancelled (e.g. incorrect information on the invoice, such as billing information, 

company size and etc.), you will receive a credit note for the whole amount and, if needed, a 
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replacement invoice. These electronic documents can be downloaded from your REACH-IT account 

in PDF format.If you receive two invoices and one credit note, the reference number you should 

indicate in your bank transfer is the reference number of the latest invoice. 

 

If you pay an invoice for which ECHA later issues a credit note, the paid amount will be credited 

back to your company by either reallocating the received amount to another unpaid invoice or 

refunding the amount to you. 

 

Please be informed that ECHA doesn’t provide any credit notes in case the invoice was not paid in 

full and your registration was rejected. 

REACH-IT   

Invoicing 

Version 1.1  

Latest update 20/10/2015 

(仮訳) 

[734] ECHA は負担額通知書(貸方票)を送付するのか？ 

 

インボイスが取り消された場合(例えば、請求書情報、会社規模等のような、インボイスに

おける誤った情報)、その全額に対する負担額通知書(貸方票)、必要な場合は、代替のイン

ボイスを受理する。これらの電子文書は自分の REACH-IT アカウントから PDF 書式でダウ

ンロードできる。2 つのインボイスと 1 つの負担額通知書(貸方票)を受理する場合、自分の

銀行振替に示すべき参照番号は、その最新インボイスの参照番号である。 

 

ECHA が後で発行する負担額通知書(貸方票)に対するインボイスに支払う場合、その支払額

は、受理した額を別の未払いのインボイスに再割り当てする又はその額を自分に払い戻す

かのいずれかによって、自社に振り込まれる。 

 

そのインボイスが全額、支払われず、自分の登録が拒絶された場合、ECHA はいかなる 

負担額通知書(貸方票)も提供しません。 

 

 

(原文) 

[743] My company information has changed and the invoice is not correct; does ECHA issue 

updated invoices? 

 

If your invoice has not been paid, ECHA will be able to cancel it and create a new one with your 
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up-dated company information. If the invoice has been accepted and paid, ECHA is not in a position 

to modify the invoice. 

 

ECHA is unable to update any company information in REACH-IT. It is the responsibility of the 

REACH-IT account owner within the company to make sure that the information is up-to-date. 

 

Firstly, please update your company information in REACH-IT as soon as possible. You can easily 

update your information by signing into REACH-IT as you usually do and clicking on “Company” 

on the left hand side then on “View”. Here you can modify and update your information by clicking 

on “Update”. Please update your “Billing organisation name” in “Billing information” tab in 

REACH-IT. Note that the field “postal address” in the billing information tab must be left empty if 

you do not wish this information to appear in the invoice as the actual billing address” Please always 

remember to save your changes. 

 

Additional information on how to update your company’s general information in REACH-IT can be 

found in section 5.1 – “Updating general and billing information” of the Industry User Manual Part 2 

– Sign up and account management which is available on the ECHA website 

 

Immediately after the company details have been updated, you need to contact the ECHA Helpdesk 

by using the web form available on the ECHA website. Fill out the form with your contact details, 

press “Continue” and then select I need to prepare a SUBMISSION to ECHA...’, indicating the 

submission number. 

 

Company size information 

 

If the changes in your company are due to a change in the company size or due to its incorrectness 

please refer to the SMEs section on the ECHA website 

REACH-IT   

Invoicing 

Version 1.1  

Latest update 22/10/2015 

(仮訳) 

[743] 自社の情報が変更したのでそのインボイスは正しくない。ECHA は更新されたインボ

イスを発行するのか？ 

 

そのインボイスが支払われていない場合、ECHA はそれを取り消して、更新された会社情報

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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を持った新しいインボイスを作成することができる。 

そのインボイスが受理されて支払われている場合、ECHA はそのインボイスを修正すること

はできない。 

 

ECHA は REACH-IT におけるいかなる会社情報も更新することは出来ない。その情報が 

最新のものであることを確認するのは、その会社内のその REACH-IT アカウント所有者の

責任である。 

 

まず第一に、できるだけ早く、REACH-IT における自社情報を更新してください。通常、し

ているように、REACH-IT に署名して左手側の「会社」をクリックして、次に「表示」をク

リックすることで、自分の情報を容易に更新することができる。 

ここで、「更新」をクリックすることで自分の情報を修正し更新することができる。 

REACH-IT における「課金情報」タブにおける「請求書送付組織名称」を更新してください。

その情報を実際の郵便の宛先としてインボイスに表示したくない場合、課金情報タブにお

けるその「郵便の宛先」フィールドは空白にしておかなくてはならないことに注意するこ

と。どうか忘れずに常に自分の変更を残してください。 

 

REACH-IT における自社の一般情報を変更するやり方に関する追加情報は、以下の ECHA

の website で利用可能な、産業使用者マニュアル パート 2 のセクション 5.1－一般及び 

課金情報の更新－サインアップ及びアカウント管理で見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals 

 

会社の詳細情報が更新された直後に、ECHA の website で利用可能な web を使用して ECHA

ヘルプデスクに連絡を取る必要がある。自分の連絡先詳細情報をその書式に書き入れて、

「継続」を押し、次に、提出番号を示して、「私は ECHA への提出を作成する必要がある。」

を選択する 

 

会社規模情報 

 

自社における変更は会社規模における変更、又はその不正確さによるものである場合、

ECHA の website にある SME セクションに問い合わせしてください。 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
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Joint submission 

(原文) 

[379] How can I delete a joint submission object (JS) 

 

A JS can be deleted by the lead registrant (LR) ONLY if no submissions linked to that JS have 

been done. Lead registrants can delete a JS only if they have not submitted any documents linked to 

the JS. 

 

Lead registrants will not be able to delete a JS if there are still active members; therefore the Lead 

registrant will need to contact all member registrants outside the REACH-IT environment and ask 

them to leave the joint submission before the JS can be deleted. 

REACH-IT  

Joint submission 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[379] 共同提出オブジェクト(JS)はどのようにして削除できるのか？ 

 

そのJSに関係する提出がされていない場合だけ、JSはその先導登録者によって削除できる。

先導登録者は、自分たちがその JS に関係しているいかなる文書も提出していない場合だけ

JS を削除できる。 

 

いまだに活動しているメンバーが存在する場合、先導登録者は、JS を削除できない； 

それ故、その先導登録者は、REACH-IT 環境の外側にいるすべてのメンバー登録者と連絡を

取り、かれらにその JS が削除される前に、その JS から離れることを依頼する必要が 

ある。 

 

(原文) 

[380] How can I transfer the lead registrant role in REACH-IT to another member of the joint 

submission? 

 

It is up to the SIEF members to decide who will take over the role as a lead registrant if the previous 

LR cannot continue to perform their duties. In order to transfer the role, the following shall be 

observed: 

 > The current and the future lead registrant need to agree on the handover. Then, the following 
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actions must be performed within the Joint Submission object in REACH-IT:   

►The current lead registrant will need to assign the lead role to the future lead registrant 

(“Assign New Lead” button), who should already be a member of the joint submission. 

    ►Then, the future lead registrant should accept the assignment (“Confirm Lead” button) and 

subsequently become the lead registrant in the Joint Submission object. 

 

 > The new lead registrant needs to submit a lead dossier. If the new lead registrant has previously 

submitted a registration dossier for this substance, the lead dossier should be submitted as a 

spontaneous update. 

 

The initial lead registrant is still legally considered as the lead registrant of the joint submission until 

all the above mentioned steps are carried out. Further information can be found in the Industry User 

Manual - Part 7: Joint Submission available at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals. 

REACH-IT  

Joint submission 

Version 1.1  

Latest update 08/03/2016 

(仮訳) 

[380] REACH-IT における先導登録者の役割をその共同提出の別のメンバーにどのようにし

て譲渡できるのか？ 

 

前の LR が自分たちの職務遂行を継続できない場合、誰が先導登録者としての役割を引き継

ぐかを決定するのはその SIEFメンバーである。 

その役割を譲渡するためには、以下のことが順守されるものとする： 

 > 現在の及び今後の先導登録者がその引き継ぎに合意する必要がある。次に、以下の 

  行動が REACH-IT におけるその共同提出オブジェクト内で実施されなくてはなら 

ない： 

  ►現在の先導登録者が、既にその共同提出のメンバーのはずである、今後の先導登録 

   者へその先導の役割を割り当てる(「新しい先導の割り当て」ボタン)必要がある。 

  ►次に、その今後の先導登録者はその割り当てを受け入れる(「先導の承認」ボタン」 

   べきであり、そしてその後に、その共同提出オブジェクトにおける先導登録者に 

   なる。 

 

 > その新しい先導登録者は先導一式文書を提出する必要がある。その新しい先導登録 

   者が、この物質にために登録一式文書を以前、提出している場合、その先導 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals.
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   一式文書は自発的更新として提出されるべきである。 

 

上述のすべてのステップが実行されるまでは、その最初の先導登録者は、法律上、まだそ

の共同提出の先導登録者として見なされる。詳細情報は、以下の URL で入手できる産業使

用者マニュアル－パート 7：共同提出において見ることができる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manu

als?panel=panelIUM. 

 

 

(原文) 

[381] Token and joint submission management 

 

For security reasons, legal entities are allowed a limited number of unsuccessful attempts to confirm 

membership to joint submissions. The reasons for an unsuccessful attempt may be: 

 

   > Errors in the joint submission name. 

   > Errors in the token. 

 

The type of error can be determined by the error message displayed. 

 

In case there is an error in the joint submission name, the error message reads: 

 

The joint submission name you entered does not exist, please enter another value. 

 

If the joint submission name exists in REACH-IT, but the token provided does not correspond to it, 

the error message reads: 

 

The security token you entered is not correct, please enter another value. 

 

If users of legal entity “A” attempt to confirm membership to a specific joint submission which 

exists, and enter the wrong token five times in total, legal entity “A” is blocked from joining that 

specific joint submission. In this case, legal entity “A” should contact the lead registrant of that joint 

submission, who can reset the attempts counter of that legal entity for that specific joint submission. 

Once that is done, users from legal entity “A” may again attempt to confirm membership for that 

joint submission. 

 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelIUM
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industry-user-manuals?panel=panelIUM
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Lead registrants are able to reset the member attempt counter by clicking the Manage Token and 

then the Reset counters buttons. Lead registrants can also create a new token and distribute it as soon 

as possible. The lead registrant can enter the joint submission details and click the Manage Token 

and then the Create New Token buttons. 

 

There is a second security counter, which counts the total number of unsuccessful attempts by any 

users of a legal entity to confirm membership to any joint submission, existing or not. Once that 

counter reaches 20 unsuccessful attempts, that legal entity is blocked from confirming membership 

to any joint submission. In this case, the member of the joint submission will need to contact the 

ECHA Helpdesk and request for this global counter to be reset. Once that is done, the member can 

again attempt to confirm membership to any joint submission. 

REACH-IT  

Joint submission 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[381] トークン(token)と共同提出管理 

 

セキュリティの理由で、法人は共同提出の会員の身分を確認するための不成功の試みは制

限された数しか許されていない。不成功の試みの理由は以下のこともある： 

 > その共同提出名称における誤り 

 > そのトークンにおける誤り 

 

その誤りのタイプは、その表示されたエラーメッセージで究明できる。 

 

その共同提出名称に誤りがある場合、そのエラーメッセージは以下のように書かれている： 

 

あなたが入力した共同提出名称は存在しない。別の値を入力してください。 

 

その共同提出名称が REACH-IT に存在するが、その提供されたトークンがそれに対応しな

い場合、そのエラーメッセージは以下のように書かれている： 

 

あなたが入力したセキュリティトークンは正しくない。別の値を入力してください。 

法人「A」の使用者が存在するある特定の共同提出の会員の身分を確認しようと試みて、合

計で 5 回、の間違ったトークンを入力する場合、法人「A」はその特定の共同提出に参加す

ることが阻止される。この場合、法人「A」は、その特定の共同提出のためのその法人の試
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みのカウンターをリセットできる、共同提出の先導登録者と連絡を取るべきである。それ

がなされたら直ぐに、法人「A」の使用者はその共同提出の会員の身分を確認することを再

び、試みてもよい。 

 

先導登録者はトークン管理及び次にリセットカウンターボタンをクリックすることで、メ

ンバーの試みのカウンターをリセットすることができる。先導登録者は新しいトークンを

作成し、早急にそれを配布することもできる。先導登録者はその共同提出の詳細情報を入

力し、トークン管理、そして次に、新しいトークン作成ボタンをクリックすることができ

る。 

 

2 番目のセキュリティカウンターが存在する。それは、存在しようとなかろうと、なんらか

の共同提出の会員の身分を確認する法人のすべての使用者による不成功の試みの総数をカ

ウントする。そのカウンターが 20 の不成功の試みに達したら、直ちに、その法人はいかな

る共同提出の会員の身分も確認することが阻止される。 

この場合、その共同提出のメンバーは ECHA のヘルプデスクに連絡を取り、この総計カウ

ンターがリセットされることを要請する必要がある。それがなされたら直ぐに、そのメン

バーは再び、いかなる共同提出の会員の身分も確認する試みを行うことができる。 

 

 

(原文) 

[396] How do I opt out of a Joint Submission 

 

Member registrants may submit information covered in Article 10(a)(iv), (vi), (vii) and (ix) of 

REACH separately if: 

> it is disproportionately costly to submit this information jointly; or 

> it would lead to the disclosure of information which he considers to be commercially sensitive and 

may cause substantial detriment; or 

> there is disagreement with the lead registrant on the selection of this information. 

 

In such case, a member registrant is required to: 

 > remain a member of the joint submission; 

 > submit their own information to cover data requirement; 

 > submit a clear and reasoned justification for opting out. 

1. REACH registration substance dataset as a member registrant   

Select the template “REACH Registration member of a joint submission.” Sections 2, 4, 6, 7 and 8 

of the member dossier should be left empty if the member relies on the information provided in the 
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lead dossier. If a member registrant submits a dossier with any of these sections filled in, the 

submission is regarded as an opt-out (see picture below).  

 

2. Dossier creation 

 Member registrants need to:   

> Step 1 of dossier creation: select the relevant template as “REACH Registration member of a joint 

submission” 

> Step 5 of dossier creation: select all additional relevant endpoints that should be included in their 

dossier (in addition to those that are automatically selected as part of the requirements) 

> Step 7 of dossier creation: specify the information provided by the lead registrant on their behalf 

and indicate their tonnage band. 

> Step 8 of dossier creation: provide justification for opting out in accordance with Article 11(3) 

 (see picture below) 
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3. Indication of your membership to the joint submission   

The lead registrant provides the joint submission name and token to the member registrant. . 

Member registrants need to confirm their membership by selecting: Joint Submission >> Confirm 

membership in REACH-IT and following the wizard. 

Enter the joint submission name just before you upload your registration dossier in REACH-IT. 

REACH-IT 

Joint submission 

Version 1.1 

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[396] 共同提出からどのようにして脱退するのか？ 

 

以下の場合に、メンバー登録者は REACH 規則の第 10 条(a)(ⅳ)、(ⅵ)、(ⅶ)及び(ⅸ)に包含

される情報を独立して提出してもよい： 

 

 > その情報を共同して提出するのが不釣り合いに費用がかる；又は 

 > そのメンバーがそれが企業の機密情報であると考える情報の開示となり、著しい 

  損害を与えるかもしれない；又は 

 > その情報の選択に関して、先導登録者との意見の相違がある。 

 

そのような場合、メンバー登録者は以下のことが要求される： 

 > 共同提出のメンバーに留まる； 

 > データの要求事項を包含する自分自身の情報を提出する； 

 > 脱退するための明確で妥当な根拠を提出する。 

 

１．メンバー登録者としての REACH 登録物質データセット 

 書式：「共同提出の REACH 登録メンバー」を選択する。そのメンバーがその先導一式文

書において提供された情報に依存する場合、そのメンバー一式文書のセクション 2,4,6,7 及

び 8 は、空欄にしておくべきである。メンバー登録者がこれらのセクションのすべてが 

記入された一式文書を提出する場合、その提出は脱退として見なされる 

(以下の図を参照)。 
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2.一式文書の作成 

 メンバー登録者は以下のことを行う必要がある： 

 > 一式文書作成のステップ 1：「共同提出の REACH 登録メンバー」とされる関連書式 

  を選択する。 

 > 一式文書作成のステップ 5：その一式文書に含まれるべきすべての関連する追加の 

  エンドポイントを選択する(要求項目の一部として自動的に選択されるものに 

  追加して)。 

 > 一式文書作成のステップ 7：その先導登録者によって代表して提供される情報を 

  特定しそれらのトン数帯を示す。 

 > 一式文書作成のステップ 8：第 11 条(3)に従った脱退のための正当化を提供する 

  (以下の図を参照)。 

 

3.その共同提出の会員の身分の表示 
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先導登録者はそのメンバー登録者へその共同提出の名称及びトークンを提供する。メンバ

ー登録者は、以下を選択することで、自分たちの会員の身分を確認する必要がある：共同

提出 >> REACH-IT における会員の身分を確認して、そのウィザードに従う。REACH-IT に

おける自分の登録一式文書をアップロードする直前にその共同提出の名称を入力する。 

 

 

(原文) 

[397] Change from individual to joint submission 

 

An individual registrant who wants to become part of a joint submission needs to submit a 

spontaneous update and indicate that his registration is part of a joint submission. Below are the 

steps that a potential registrant needs to follow: 

1. Confirm membership in the joint submission in REACH-IT.   

   > Select Joint Submission >> Confirm membership and enter the joint submission name and 

token provided by the lead registrant. 

 

2. Update the dossier in IUCLID   

  > Enter the registration number in section 1.3 of your substance dataset. 

  > Create a registration dossier by right-clicking the substance and selecting “create dossier” and 

follow the wizard:   

    ►Step 1: select the appropriate template “REACH Registration member of a joint submission 

general case / intermediate”, depending on your circumstances. 

    ►Step 7: Under “Specific submission” select “the submission is an update” and enter the latest 

successful submission number. Indicate “spontaneous update” as the reason for updating and 

“change of tonnage band” as justification, even when there is no change in tonnage band. 

Provide relevant explanations in the field “Remarks.” No fee is charged as long as the tonnage 

band remains equal to the tonnage band indicated in your previous successful submission. 

 

3. Upload dossier in REACH-IT   

   > Enter the joint submission name just before you upload your registration dossier in REACH-IT. 

REACH-IT  

Joint submission 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[397] 個人提出から共同提出への変更 
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共同提出の一部になることを望む個人の登録者は、自発的な更新を提出し、自分の登録が

共同提出の一部であることを示す必要がある。 

以下は潜在的登録者が従う必要があるステップである： 

1. REACH-IT におけるその共同提出での会員の身分の確認 

  > 共同提出を選択する >> 会員の身分を確認し、その先導登録者から提供された 

   その共同提出の名称及びトークンを入力する。 

2. IUCLID における一式文書の更新 

  > 自分の物質データセットのセクション 1.3 における登録番号を入力する。 

  > その物質を右クリックして、「一式文書作成」を選択して以下のウィザードに 

   従うことで、登録一式文書を作成する： 

   ►ステップ 1：自分の状況に合わせて、適切な書式：「共同提出の REACH 登録メン 

バー 一般的ケース/中間体」を選択する。 

   ►ステップ 7：「特別な提出」の下にある「その提出は更新である」を選択し、最新 

の成功した提出番号を入力する。更新理由として「自発的更新」を、そして、 

たとえトン数帯に変更がなくても、正当化として「トン数帯の変更」を示す。 

「備考」フィールドに関連する説明を提供する。トン数帯が自分の以前の成功した

提出において示されたトン数帯のままである限り、手数料は課金されない。 

 

3. REACH-IT における一式文書のアップロード 

  > REACH-IT における自分の登録一式文書をアップロードする直前にその共同提出の 

   名称を入力する。 

 

 

Known issues 

(原文) 

[407] Error message "Error in the application flow" 

 

Below are the most common reasons that trigger this error message: 

 > Navigating in REACH-IT using browser buttons (e.g. the back button of the web browser) 

instead of the REACH-IT built-in buttons (e.g. previous, next) 

 > A temporary connection problem or when your session times out 

 > Sometimes there is a network delay after a dossier has been submitted. The submitter, in doubt, 

tries to submit the dossier again, which triggers the system error. 

 > If the file name is too long the same system error can appear. The file name may include the fill 

path to the file, therefore, ECHA recommends limiting the file name to 150 characters including 
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the full path. 

 

Sometimes switching off the session for a few minutes or using a different browser may solve the 

problem. If the issue persists, contact the ECHA Helpdesk.  

REACH-IT   

Known issues 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[407] エラーメッセージ：「申請フローにおけるエラー」 

 

このエラーメッセージを引き起こす最も一般的な理油は以下の通りである： 

 > REACH-IT に築かれたボタン(例えば、前の、次の)の代わりにブラウザーボタン(例えば、

ウエブブラウザーの戻るボタン)を使用した REACH-IT におけるナビゲート 

 > 一時的な接続問題、又は自分のセッションがタイムアウトした時 

 > 一式文書が提出された後には時々、ネットワーク遅延がある。提出者が、不審に 

  思って、その一式文書を再度送付しようとするが、それがシステムエラーの引き金 

  となる。 

 > そのファイル名があまりに長い場合、同じシステムエラーが発生し得る。ファイル 

  名はそのファイルにフルパスを含めてもよい。それ故、ECHA はフルパスを含めて 

  ファイル名を 150 文字に制限することを推奨する。 

 

時々、数分間、そのセッションのスイッチを切ること又は異なるブラウザーを使用するこ

とでその問題が解決することもある。その問題が続くようであれば ECHA ヘルプデスクに

連絡を取ること。 

 

 

(原文) 

[925] I receive the message “REACH - Error Page“after updating my login data. 

 

To update the login data you need to update the expired password, accept new Terms and Conditions 

in REACH-IT and verify the email address. The error message above can occur in the following 

cases: 

 > The password validity period has expired. 

 > The Terms and Conditions of use and service of REACH-IT have not been accepted. 

 > The email account specified in REACH-IT was not verified. 

http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
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In spite of the error message it is possible to log into REACH-IT. It will not be necessary to verify 

your email or accept the Terms and Conditions again. 

REACH-IT   

Known issues 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[925] 自分のログインデータを更新した後に、メッセージ：「REACH - エラーページ」を受

け取った。 

 

期限の切れたパスワードを更新するために必要なログインデータを更新するためには、

REACH-IT における新しい用語及び条件を受理してその電子メールアドレスを 

確認すること。上記のエラーメッセージは以下の場合に発生し得る： 

 > そのパスワードの有効期限が満了した。 

 >  REACH-IT の使用及びサービスの用語及び条件が受け入れられていない。 

 >  REACH-IT において特定されている電子メールアカウントが確認されていない。 

そのエラーメッセージにも関わらず、REACH-IT にログインすることは可能である。自分の

電子メールを確認し又は再び用語及び条件を受け入れる必要はない。 

 

 

LEO and UUID 

(原文) 

[369] How can I update and synchronise my legal entity (LEO) information? 

 

LEO information, except for the UUID details, can be updated or modified either in REACH-IT, on 

the IUCLID 5 website or in IUCLID 5 directly. However, once the LEO is imported and 

synchronised into REACH-IT during the sign-up process and the account is created, this data can 

only be amended in REACH-IT. Therefore, if you have already typed in or edited your legal entity 

details manually into REACH-IT, you should export your legal entity information from REACH-IT 

and import it into IUCLID 5 to become synchronised.  

 

When you sign-up in REACH-IT for a certain legal entity, the LEO in REACH-IT becomes the 

master data; therefore it is recommended that this information in REACH-IT is updated, and 

exported to your IUCLID 5. If you update your LEO information in your IUCLID 5 application, 

remember also to update your LEO information in REACH-IT.  
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In order to successfully submit your dossier to ECHA, your UUID in REACH-IT must be the same 

as the one used in IUCLID 5 when your substance dataset and dossier are created. There are two 

ways to synchronise your UUID between the applications:  

> If you already have a REACH-IT account, export your LEO as an LEOX export file from 

REACH-IT and import it into IUCLID 5.  

> If you do not have an account in REACH-IT yet   

 ►but you have an account on the IUCLID 5 website that you are using in IUCLID 5 already, 

export the LEO as an LEOX export file from the IUCLID 5 website and import it into 

REACH-IT during the company sign-up process. 

   or  

  ►create a new REACH-IT account filling in your legal entity details manually during the company 

sign-up process. When you have completed the sign-up process, export your LEO as an LEOX 

export file from REACH-IT and import it into your IUCLID 5 installation. 

 

Find more information about how to synchronise your LEO in Appendix 1 “Legal Entity change in 

REACH-IT and in IUCLID dossier” of the Data Submission Manual 4 – How to pass business rule 

verification (“Business rules”) available under the Data Submission Manuals section at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

REACH-IT 

LEO and UUID 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[369] 自分の法人(LEO)情報をどのように更新して同期させることができるのか？ 

 

UUID 詳細情報を除いて、LEO 情報は IUCLID 5 の website 上の REACH-IT において、又は

直接、IUCLID 5 においてのいずれかで更新又は修正することができる。しかしながら、そ

のサインアッププロセス及びそのアカウントが作成される間に、一旦、その LEO が

REACH-IT にインポートされ、同期されたら、このデータは REACH-IT においてだけしか

修正することができない。それ故、既に、REACH-IT へ自社の法人詳細情報を手入力で入力、

又は編集している場合、REACH-IT から自社の法人情報をエクスポートして、同期させるた

めにそれを IUCLID 5 へインポートするべきである。 

 

ある特定の法人に対してREACH-ITにサインアップする場合、REACH-ITにおけるそのLEO

が基本データとなる：それ故、REACH-IT におけるこの情報が更新され、自分の IUCLID 5

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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へエクスポートされることが推奨される。自分の IUCLID 5 申請における自分の LEO 情報

を更新する場合、REACH-IT における自分の LEO 情報も、忘れずに更新してください。 

 

ECHA への一式文書の提出を無事に達成するためには、物質データセット及び一式文書が作

成される場合に、REACH-IT における自分の UUID は IUCLID 5 で使用されている 

ものと同じでなくてはならない。それらの申請の間で自分の UUID を同期させるには以下

の 2 つの方法がある： 

> 既に REACH-IT アカウントを所有している場合、REACH-IT から LEOX エクスポー 

 トファイルとして自分の LEO をエクスポートして、IUCLID 5 へそれをインポート 

 する。 

> REACH-IT にまだ、アカウントを所有していない場合で 

►しかし、IUCLID 5 で既に使用している、IUCLID 5 website 上でのアカウントを所有し 

ている場合、IUCLID 5 website から LEOX エクスポートファイルとして、その LEO を 

エクスポートして、会社のサインアッププロセスの間に REACH-IT へそれをインポー 

トする。 

又は 

►会社のサインアッププロセスの間に、手入力で自社の法人詳細情報を書き込んで、 

新しい REACH-IT アカウントを作成する。そのサインアッププロセスを完了したら、 

REACH-IT から LEOX エクスポートファイルとして自分の LEO をエクスポートし 

て、自分の IUCLID 5 インストールへそれをインポートする。 

 

LEO を同期化するやり方についての詳細情報は、データ提出マニュアルセクショインの下

に以下の URL で入手できるデータ提出マニュアル 4－ビジネス規則の検査(「ビジネス規

則」)に合格するやり方の付録 1：「REACH-IT 及び IUCLID 一式文書における法人変更」で

見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

 

Pre-registrations 

(原文) 

[287] How can I see what I have pre-registered? 

 

You can find the pre-registrations done by your company in REACH-IT in 3 different ways. Each of 

these ways allows you to search for your pre-registrations one by one, or to create an overview of all 

your pre-registrations by leaving the search criteria blank. 

1. go to Pre-registration > View pre-registrations to search for your pre-registrations using EC 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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number, CAS number or Chemical name. 

 

 

 You will also get the link to the pre-SIEF for the substances and to the submission reports of the 

pre-registrations. 

2. use the Search > Pre-registration menu, where after selecting "Overview of Pre-registrations" 

from the drop-down list, you will have the opportunity to list all of your pre-registration or search for 

specific ones, using numerous available filtering options. Please note that if the search results would 

return more than 500 entries, REACH-IT will only display the first 500. 
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 > This search allows you to download the list of substances you pre-registered. Following the 

search, click on the “Export” button, available at the bottom left corner of the search results table. 

3. Go to Registration > Reference number history, select Pre-registration as dossier type. This list of 

your pre-registrations will include EC number and CAS number. 
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REACH-IT   

Pre-registrations 

Version 1.1  

Latest update 15/12/2015 

(仮訳) 

[287] 自分が予備登録したものをどのようにして見つけることができるのか？ 

 

3 つの異なるやり方で REACH-IT において自社によってなされた予備登録を見つけること

ができる。これらのやり方の各々によって、自分の予備登録を一つ一つ検索する、又はそ

の検索クライテリアを空白にすることによって、すべての自分の予備登録の要約を作成す

ることができる。 

１．予備登録 > EC 番号、CAS 番号又は化学品名称を使用して、自分の予備登録を検索す

るための予備登録一覧に進む 
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その物質のための予備 SIEF 及びその予備登録の提出報告書へのリンクも得られる。 

2. 検索の使用 > 予備登録メニュー、そこで、ドロップダウンリストからの予備登録の 

要約を選択した後に、幾つかの利用可能なフィルタリングオプションを使用して、自分の

予備登録のすべてをリストする、又は特別なものを検索する機会を持つ。その検索結果が

500 登録を超えて戻る場合、REACH-IT は最初の 500 だけしか表示しないことに注意してく

ださい。 

 

 

この検索によって、自分が予備登録した物質のリストをダウンロードすることができる。

その検索に続いて、検索結果表の左隅のボタンで利用可能な「エクスポート」ボタンをク

リックする。 
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３．登録 > 参照番号履歴に進み、一式文書のタイプとして予備登録を選択する。この自分

の予備登録のリストには、EC 番号及び CAS 番号が含まれる。 

 

 

 

 

(原文) 

[345] Updating information of a pre-registration 

 

The owner of a particular pre-registration can modify all the information with the exception of the 

substance identity and the legal entity assigned to that pre-registration. This means that contact 

information (both internal contact of the owner and possible third party representative), similar 

substances, envisaged tonnage band (if applicable following the restrictions detailed below, 

envisaged registration deadline (except the expired 2010 and 2013 deadlines) and the information 

field for the pre-SIEF may be updated if needed. These modifications will trigger the creation of an 
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internal message announcing the update. 

 

You can modify the contact information (both internal contact and third party representative), similar 

substances, envisaged tonnage band, envisaged registration deadline and the information field for the 

pre-SIEF. 

 

To update the contact person that is displayed for a specific pre-registration, search for the 

pre-registration in REACH-IT from the Pre-registration > View Pre-registration menu (see QA 287). 

 

Once you have the relevant pre-registration, navigate to the “Contact” tab, where you can find the 

contact person displayed. To change the contact person, click on the “Edit” button and select the new 

contact person using the radio buttons. Once complete, click on “Save”. 

 

All modifications will update the information in the pre-SIEF as well and the user will get a message 

in their REACH-IT Message Box announcing the modifications made to that pre-registration. FAQ 

377 explains in detail all the steps needed to modify a pre-registration. The substance identity of a 

pre-registration cannot be modified. See also FAQ 1142: What should I do if I am in the wrong 

pre-SIEF? 

REACH-IT   

Pre-registrations 

Version 1.1  

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[345] 予備登録の情報の更新 

 

その予備登録に割り当てられた物質アイデンティティ及び法人を除いて、特定の予備登録

の所有者はすべての情報を修正できる。このことは、連絡先情報(その所有者及び予定され

る第三者代理人の両方の内部連絡先)、類似物質、想定されるトン数帯(該当する場合、 

以下に詳述される制限に伴う想定される登録期限(期限切れの 2010 年及び 2013 年の期限を

除いて)及び予備 SIEF のための情報フィールドは、必要な場合は、更新してもよい。これら

の修正はその更新をアナウンスする内部通信文作成の引き金となる。 

 

特定の予備登録に対して表示される連絡先担当者を更新するためには、その予備登録から

REACH-IT における予備登録を検索する > 予備登録メニューを見る(QA 287 を参照)。 

一旦、関連する予備登録が得られれば、「連絡先」タブへ進む。そこで、表示された連絡先

担当者を見ることができる。その連絡先担当者を変更するためには、「編集」ボタン 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/287
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/377
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/377
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1142
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1142
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/287
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をクリックして、ラジオ・ボタンを使用してその新しい連絡先担当者を選択する。完了し

たら直ちに、「保存」をクリックする。 

 

すべての修正はその予備 SIEFにおける情報までも更新して、使用者は、自分たちの

REACH-IT メッセージボックスにおいて、その予備登録に対してその修正がされたことを 

アナウンスするメッセージを受け取る。FAQ 377 は、予備登録を修正するために必要とされ

るすべてのステップを詳細に説明している。予備登録の物質アイデンティティは 

修正できない。FAQ 1142 を参照のこと：自分が間違った予備 SIEF にいる場合、一体、 

どうするべきか？ 

 

 

(原文) 

[359] What are the first steps I should take to submit a late pre-registration in REACH-IT? 

 

According to Article 28(6) of the REACH Regulation, potential registrants who for the first time 

manufacture or import a phase-in substance in quantities of one tonne per year or more after 1 

December 2008 can submit a late pre-registration within six months of first manufacturing or 

importing the substance above one tonne per year and at least 12 months before the relevant 

registration deadline.  

 

First-time manufacturers or importers will therefore have to submit their late pre-registrations by 31 

May 2017, if they fulfil the requirements explained in chapter 3.1 of the Guidance on Data Sharing 

available in the ECHA website at: 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use. 

 

Late pre-registrations cannot be considered as a substitute of pre-registrations that failed to meet 

their deadline. Further information is available at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration, 

 especially Industry User Manual – Part 4: Online Pre-registration. 

 

When you submit a late pre-registration via REACH-IT, you should search whether the constituents 

of your substance are included in the EC Inventory. You may search by "EC number", "EC name", 

"CAS number", "description" or "molecular formula." 

 

If the constituent is not listed in the EC inventory, you can specify the constituents of your 

substance either by CAS number and CAS name or only by its chemical name. You should select the 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/377
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1142
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1142
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
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CAS number and CAS name or chemical name links to continue with your late pre-registration as 

shown in the screenshot below. 

 

REACH-IT   

Pre-registrations 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[359] REACH-IT において遅れた予備登録を提出するために取るべき最初のステップは何

か？ 

 

REACH 規則の第 28 条(6)に従って、2008 年 12 月 1 日以降、年間 1 トン以上の量で段階的

導入物質を初めて、製造又は輸入する潜在的登録者は、年間 1 トンを超えて物質を最初に

製造又は輸入する 6 ヶ月以内にそして、その関連する登録期限の少なくとも 12 ヶ月前に、

遅れた予備登録を提出することができる。 

 

ECHAのwebsiteの以下のURLで入手できるデータ共有に関するガイダンスの第 3.1章に説

明された要求事項を満たす場合、それ故、初回の製造者又は輸入者は 2017 年 5 月 31 日ま

でに自分たちの遅れた予備登録を提出しなくてはならない： 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use. 

 

遅れた予備登録は、それらの期限に間に合わなかった予備登録の代替として見なすことは

できない。詳細情報は以下の URL で利用可能： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/pre-registration
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特に、産業使用者マニュアル－パート 4：オンライン予備登録 

 

REACH-IT 経由で遅れた予備提出する場合、自分の物質の成分が EC インベントリーに収載

されているかどうかを検索するべきである。 

EC 番号、EC 名称、CAS 番号、記述子又は分子式によって検索してもよい。 

 

その成分が ECインベントリーに収載されていない場合、CAS番号及び CAS 名称によって、

又はその化学名称によるいずれかによって、物質の成分を特定することができる。 

以下のスクリーンショットで示される自分の遅れた予備登録を推進するための CAS 番号及

び CAS 名称又は化学名称リンクを選択するべきである。 

 

 

 

REACH-IT Internal Messaging 

(原文) 

[364] What is the REACH-IT internal messaging system? 

 

All communication between ECHA and you (account holder) is done through an internal messaging 

system in REACH-IT. Internal messages are different from emails. They are generated either 

automatically by the REACH-IT system or when ECHA needs to communicate with the REACH-IT 

account holders concerning ECHA decisions, relevant information or feedback. These messages are 

delivered to the user’s message box inside REACH-IT.  

 

All REACH-IT users have their own message box where they can access messages directed only to 
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them, or to their party. To find out more about different recipients of messages, see FAQ ID 367.  

 

You can access your messages from the REACH-IT home screen, by placing the mouse pointer over 

the “Message box” menu and then clicking on the “View my messages” sub-menu. Alternatively, 

you can click on the link next to the number of unread messages shown before your “last connected” 

information.  

 

Users are strongly advised to regularly check the messages in their message box.  

 

The message box is divided into two sections: “Action required” and “General”.  

 

The “Action required” section contains messages that either require an action to be performed by the 

legal entity to which they are addressed (e.g. an invoice has been issued and must be paid, a 

submission failed in the Technical Completeness Check and needs to be corrected and re-submitted, 

etc.), or messages that contain information of high importance (e.g. a decision was issued, assigning 

a reference number to a submission).  

 

The “General” section contains all other messages of more informative nature (e.g. a submission 

passed the Business Rules check, your user role was changed by the Company Manager from 

Company Reader to Company Normal, etc.). 

REACH-IT   

REACH-IT Internal Messaging 

Version 2.0  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[364] REACH-IT の内部通信文とは何か？ 

 

ECHA とあなた(アカウント所有者)との間のすべてのやりとりは、REACH-IT における内部

通信システムを通じてなされる。内部通信は電子メールとは異なるものである。 

REACH-IT システムによって、又は ECHA の決定、関連情報又はフィードバックに関して

ECHAがその REACH-ITアカウント所有者と連絡する必要がある場合のいずれかにおいて、

自動的にそれらは作成される。これらのメッセージは REACH-IT 内部のその使用者の 

メッセージボックスに届けられる。 

 

すべての REACH-IT 使用者は、自分たち又はその関係者だけに向けられたメッセージに 

アクセスできる自分自身のメッセージボックスを所有する。メッセージの別の受信者を 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/367


 57 

更に調べるためには、FAQ 367 を参照のこと。 

 

マウスポインターを「メッセージボックス」メニューの上に置いて、次に、「自分のメッセ

ージを見る」サブメニューをクリックすることで、REACH-IT ホームスクリーンから 

自分のメッセージにアクセスすることができる。もう一つの方法として、自分の最後に接

続した情報の前に表示される未読メッセージの番号の隣のリンクをクリックすることがで

きる。 

 

使用者は自分のメッセージボックスにあるメッセージを定期的にチェックすることが強く

推奨される。 

 

そのメッセージボックスは、以下の 2 つのセクションに分割されている：「要求される行動」

及び「一般」。 

 

その「要求される行動」セクションは、その宛名が書かれた法人によって実行されるべき

行動(例えば、インボイスが発行され、支払わなければならない。提出が技術的完全性確認

(TCC)において不合格となり、修正されて、再提出される必要がある。等)を要求するか、又

は重要性が高い情報(例えば、ある決定の発行、ある提出への参照番号の割り付け)を含んで

いることを伝言するかのいずれかのメッセージを含む。 

 

その「一般」セクションは、より多くの情報を提供する性質のその他すべてのメッセージ

を含む(例えば、提出がビジネス規則チェックを合格した。自分の使用者の役割が会社の 

管理者によって会社の読者使用者から会社の標準使用者に変更された。等) 

 

 

(原文) 

[365] How can I retrieve my older messages from REACH-IT? 

 

By default, the message box displays the message box folder contents and shows: 

  > the last 100 messages received in the "Action required" message box; and 

  > the last 100 messages received in the "General" message box 

 

To view older messages, you should click "here" under the "Action required" or "General" message 

box (see the screenshot below). Note that every time you navigate to a different folder, the retrieved 

messages will again be restricted to the latest 100 messages. You should click "here" again, to 

include older messages. 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/367
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The message box has a fixed and standard structure with the following folders: 

   > Message box folder: container for all incoming messages as long as they are not moved to 

any of the following folders:  

►User folder 

        ►Organisation folder 

       ►Role folder 

       ►Deleted messages folder 

 

You can move messages between folders, except the Deleted messages folder. Only messages which 

are deleted are moved to the Deleted messages folder and cannot be moved back to any other folder. 

 

Each folder contains an "Action required" and a "General" section, so if you move a message 

between folders it will be placed in the correct section. 

 

Further information on how to manage your messages in the REACH-IT message box can be found 

in chapter 3.1.2 "Other folders than Message box folder" of the REACH-IT Industry User Manual – 

Part 3: Login and message inbox at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

REACH-IT  

REACH-IT Internal Messaging 

Version 2.0  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[365] REACH-IT から自分の古いメッセージをどのようにして取り戻すことができるのか？ 

 

初期設定として、メッセージボックスはメッセージボックスのホルダーの内容を掲示し以

下を表示する： 

 

 >「要求される行動」メッセージボックスにおいて受理された最後の 100 メッセー 

  ジ；及び 

 >「一般」メッセージボックスにおいて受理された最後の 100 メッセージ 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
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もっと古いメッセージを見るためには、「要求される行動」又は「一般」メッセージボック

スの下にある「ここに」をクリックしなくてはならない。 

(以下のスクリーンショットを参照のこと)。別のホルダーに移動する毎に、検索された 

メッセージは再び最後の 100 メッセージに制限される。もっと古いメッセージを含めるに

は再び、「ここに」をクリックしなくてはならない。 

 

そのメッセージボックスは、以下のホルダーを持つ一定の標準構造を有する： 

  >メッセージボックスホルダー：それらが以下のどのホルダーにも移動させられない限

り、すべての到着メッセージのための容器： 

►使用者ホルダー 

►組織のホルダー 

►役割のホルダー 

►削除されたメッセージのホルダー 

 

削除されたメッセージのホルダーを除いて、ホルダー間でメッセージを移動させることが

できる。削除されたメッセージだけが削除されたメッセージホルダーへ移動させられて、

他のいかなるホルダーにも逆戻りできない。 

 

個々のホルダーは「要求される行動」セクション及び「一般的」セクションを有し、それ

でホルダー間でメッセージを移動させる場合、それはその正しいセクションに置かれる。 

 

REACH-IT メッセージボックスにおけるメッセージ管理方法に関する詳細情報は、以下の

URL にある産業使用者マニュアルの第 3.1.2「メッセージボックスホルダー以外の他のホル

ダー」－パート 3：ログイン及びメッセージボックスで見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

 

 

(原文) 

[366] How can I delete internal messages? 

 

You can only delete messages which you have opened. To delete a message, select it and click on the 

Delete button. This will move the message to the Deleted messages folder, where it will still be 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
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accessible to you – you will not, however, be able to move it back to another folder. If you wish, you 

can select the message within the Deleted messages folder and click on the Delete button again. This 

will completely remove the message from your message box.  

 

Alternatively you may wish to move your messages from your message box folder to other folders. 

 

See further details on how to move internal messages to a different folder in chapter 3.2 “Moving a 

message” of the Industry User Manual - Part 3 Login and Message Box at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

REACH-IT   

REACH-IT Internal Messaging 

Version 1.1  

Latest update 04/06/2015 

(仮訳) 

[366] 内部メッセージをどのようにして削除できるのか？ 

 

自分が開封したメッセージだけが削除できる。メッセージを削除するためには、それを選

択して、削除ボタンをクリックする。これによって、そのメッセージは削除されたメッセ

ージホルダーに移動する。そこでは、依然として、自分はそのメッセージにアクセスする

ことができる。しかしながら、それを別のホルダーに戻すことはできない。そうすること

を望む場合、削除されたメッセージボックス内のそのメッセージを選択して、再び、削除

ボタンをクリックする。これによって、そのメッセージは自分のメッセージボックスから

完全に取り除くことになる。 

 

もう一つの方法として、自分のメッセージを自分のメッセージボックスホルダーから他の

ホルダーに移動したいと思ってもよい。 

 

産業使用者マニュアルの第 3.2 章：「メッセージの移動」－パート 3 ログイン及びメッセー

ジボックスにおける別のホルダーへの内部メッセージを移動させる方法に関する詳細情報

は、以下の URL にある： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/sign-up
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(原文) 

[367] How can I know which user account a message has been delivered to? 

 

In the internal message box, the recipient type of a message can be either Party or User: when the 

recipient type of a message is Party, then a copy of a particular message is placed in the message 

boxes of all users of this legal entity. When the recipient type of the message is User, then the 

message is only delivered to the user’s message box. 

 

In general terms, messages related to submissions have User as the recipient type, with the exception 

of those related to invoicing, which have Party as the recipient type. All other messages have Party 

as the recipient type. 

 

REACH-IT   

REACH-IT Internal Messaging 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[367] メッセージがどの使用者アカウントに配布されたかをどのように確認できるのか？ 

 

内部メッセージボックスにおいて、メッセージの受信タイプは、関係者又は使用者のいず

れかであり得る：メッセージの受信者タイプが関係者である場合、 

そのとき、特定のメッセージのコピーがこの法人のすべての使用者のメッセージボックス

に収められる。メッセージの受信者タイプが使用者である場合、 

そのとき、そのメッセージはその使用者のメッセージボックスだけに配布される。 

 

受信者タイプとして関係者を持つ、インボイスに関係するものを除いて、一般論として、

提出に関係するメッセージは受信者タイプとして使用者を持つ。 
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REACH-IT Legal entity 

(原文) 

[344] Updating a Legal Entity name 

 

To change the legal entity name (company name) in REACH-IT, users need to select Company >> 

View from the main menu. The Company Information Tab will appear. Clicking on the update button 

will open the page in edit mode. Click on the update name link in order to change the legal entity 

name. 

 

A new legal entity name will be required with a supporting document in pdf format, such as an 

extract from the commercial register, to validate these changes. The legal entity name will be 

changed automatically. 

 

The name change functionality should not be used where the change of name is due to a change of 

legal personality (as a result of a merger, company split, change of only representative or an assets 

sale). 

 

A practical guide describing the differences between legal entity name change and a legal entity 

change can be found in the 'Practical Guide 8 - How to report changes in identity of legal entities'. 

http://echa.europa.eu/en/practical-guides 

 

Documentation describing how to communicate to ECHA about a legal entity change can be found 

in the 'Industry User Manual Part 17: Legal Entity change' available under the section REACH-IT 

Industry User Manuals at: 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

The concept of legal entity is defined by the national laws of each EU Member State. Companies 

that need to communicate their legal entity change are advised to contact their national helpdesks to 

clarify the scenario applicable to their specific cases according to national requirements. 

 

Note: A change of legal entity name in REACH-IT will also require a modification of your official 

LEO in IUCLID 5. 

 

Further information regarding the synchronisation between REACH-IT and IUCLID 5 LEO can be 

found in Q&A=368. 

  

http://echa.europa.eu/en/practical-guides
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/368
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REACH-IT  

REACH-IT Legal entity 

Version 1.0  

Latest update 27/01/2016 

(仮訳) 

[344] 法人名称の更新 

 

REACH-IT における法人名称(会社名称)を変更するためには、使用者は 会社 >> メインメ

ニューからの表示 を選択する必要がある。会社情報タブが現れる。 

更新ボタンをクリックすると、編集モードのページが開く。法人名称を変更するために更

新名称リンクをクリックする。 

 

その変更を検証するために、商業登記からの抜粋のような、pdf フォーマットの関係書類を

持つ新しい法人名称が要求される。その法人名称は自動的に変更される。 

 

その名称変更が法人格(合併、会社分割、代表者変更又は資産売却の結果として)の変更によ

る場合、その名称変更機能は使用されるべきではない。 

 

法人名称の変更と法人の変更の間の違いを説明する実務ガイドは、以下の URL の実務ガイ

ド 8－法人のアイデンティティの変更を報告する方法で見つけられる： 

http://echa.europa.eu/en/practical-guides 

 

法人変更について ECHA へ連絡する方法を説明する文書は、以下の REACH-IT 産業使用者

マニュアルのセクションの下で入手できる産業使用者マニュアル パート 17：法人変更 で

見つけられる： 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals 

 

法人の概念は各加盟国の国内法によって定義されている。自分たちの法人変更を連絡する

必要がある会社は、国内の要求事項に従って自分たちの特別なケースに適用されるシナリ

オを明確化するために、自国のヘルプデスクに問い合わせることが推奨される。 

 

注記：REACH-IT における法人名称を変更すると、IUCLID 5 における自分の公式 LEO の修

正も要求される。 

REACH-IT 及び IUCLID 5 LEO の間の同期に関する詳細情報は、QA=368 で見つけることが

できる。 

 

http://echa.europa.eu/en/practical-guides
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/368
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REACH-IT Registration 

(原文) 

[357] What is the difference between submission and reference number? 

 

The submission number is a unique number generated for each submission - as mentioned in 

Article 20 of the REACH Regulation - independently of whether it is an initial submission or an 

update. It is generated in REACH-IT for every submission using the format “FD123456-12”. The 

submission number shall be used in any communication with ECHA. 

 

The reference number is a unique number generated upon the completed submission of a dossier 

and it is to be used for any subsequent submission update of that dossier. The format of a reference 

number is: 

 

<TYPE>-<BASE-NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX-NUMBER> 

 

As an example, let’s take the reference number: 17-1234567890-49-0000, where: 

 > 17 refers to the submission type. In this case a late-preregistration. 

 > 1234567890 is the random unique 10-digit number. 

 > 49 is the calculated checksum (variable 2-digit number). 

 > 0000 is the index number. 

 

Depending on your submission type, you may find the following numbers: 

01  Registration 

02  C&L notification 

03  Substance in article notification 

04  PPORD notification 

05  Pre-registration 

06  Inquiry notification 

09  Data holder notification 

10  Downstream user report 

11  Application for Authorisation 

12  Substance Evaluation 

13  Annex VI – C&L Harmonisation proposal 

14  Annex XV – Authorisation 

15  Annex XV – Restriction 

17  Late pre-registration 
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18  CLP alternative name request 

 

This structure is in the same basic format as the other registration and notification numbers that 

REACH-IT will provide. Further information can be found in chapter 2.4.2 of the REACH-IT 

Industry Manual Part 6: Dossier Submission available under the section REACH-IT Industry User 

Manuals at: http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals 

REACH-IT   

REACH-IT Registration 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[357] 提出番号と参照番号との違いは何か？ 

 

それが最初の提出であるか又は更新であるかとは無関係に、提出番号は、個々の提出に 

対して作成される独自の番号である－それは REACH 規則の第 20 条において述べられてい

る。 それは、フォーマット：「FD123456-12」を使用しているすべての提出に対して、 

REACH-IT において作成される。その提出番号は ECHA とのいかなる連絡においても使用

されるものとする。 

 

参照番号は、完了した一式文書の提出の際に作成される独自の番号であり、それはその 

一式文書のいかなるその後の提出更新に対しても使用されることになっている。その参照

番号のフォーマットは、以下の通りである： 

<TYPE>-<BASE-NUMBER>-<CHECKSUM>-<INDEX-NUMBER> 

 

具体例として、以下の場合における参照番号は、17-1234567890-49-0000 とする： 

 > 17 はその提出のタイプを参照する。この場合は、遅れた予備登録である。 

 > 1234567890 は無作為な独自の 10 桁番号である。 

 > 49 は計算されたチェックサム（可変の 2 桁番号) 

 > 0000 は指数である。 

 

自分の提出番号に依存して、以下の番号を見出すかもしれない： 

01  登録 

02  C&L 届出 

03  アーティクル中の物質の届出 

04  PPORD 届出 

05  予備登録 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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06  問合わせの届出 

09  データ所有者届出 

10  川下ユーザー報告書 

11  認可の申請 

12  物質評価 

13  附属書Ⅵ－C&L 調和化された分類の提案 

14  附属書ⅩⅤ－認可 

15  附属書ⅩⅤ－制限 

17  遅れた予備登録 

18  CLP 代替名称の要求 

 

この構造は、REACH-IT が提供しているその他の登録及び届出番号と同じ基本的フォーマッ

トである。詳細情報は以下のREACH-IT産業使用者マニュアルのセクションで入手できる、

REACH-IT 産業マニュアルの第 2.4.2 パート 6：一式文書提出 で見つけることができる：

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals 

 

 

Searching in REACH-IT 

(原文) 

[372] How can I retrieve my submission report? 

 

There are three ways to retrieve your submission reports from the main menu in REACH-IT: 

1.Select Search >> Dossier. Once you retrieve your submission, click on the submission number link 

and you will have online access to the submission report. The submission reports of pre-registrations 

and submitted C&L can also be accessed from this Search functionality. 

 

2.Access your message box. In most messages referring to specific submissions, there is either a “Go 

to dossier” link, a “Download submission report” link, or both. The “Go to dossier” link will take 

you to the Dossier details page, from where you can select the Submission Report tab. There, you 

have the possibility to consult the submission report online or download it as a PDF document by 

clicking the “Download submission report” button at the end of the page. If you use the “Download 

submission report” link in a message, you will directly download the submission report as a PDF 

document.  

 Each section of your message box displays only the last 100 messages received. If you need to find 

older messages in your message box, refer to QA ID=364 of this FAQ.  

 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/support/qas-support/search-qas?p_p_id=qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchUniqueIds=364&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchTopic=empty&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchScope=empty&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchKeywords=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchStatusFlag=1&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchDeletedFlag=0&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchFaqFlag=-1&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchFromDate=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchToDate=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchTags=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchChapter=0&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_cur=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_delta=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_qaId=2718&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fadministration_portlet%2Fview_qa.jsp
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3. Select any of the following options. For all types or submissions except pre-registrations, once 

you have found the submission you are looking for, click on the submission number link and then on 

the Submission Report tab:  

> Any submission except pre-registrations: Registration/notification >> Reference number history 

> (Late) pre-registrations: Pre-registration >> View pre-registrations (click on the file icon under the 

“Download report” column) 

> Registrations/notifications: Registration/notification >> View registration/notification 

> Downstream user report: Downstream user report >> View submitted DU reports. 

> Classification and labelling notifications and registrations containing C&L information: 

Classification and labelling >> View submitted C&L 

> Applications for authorisation: Application for authorisation >> View submitted applications for 

authorisation 

REACH-IT 

Searching in REACH-IT 

Version 1.1  

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[372] どのようにして自分の提出報告書を検索することができるのか？ 

 

REACH-IT におけるメインメニューから自分の提出報告書を検索する以下の 3 つの方法が

ある： 

1. 検索 >> 一式文書を選択する。自分の提出を検索して直ちに、その提出番号のリンクを

クリックする、そうすると、その提出報告書へオンライナクセスできる。 

予備登録の提出報告書及び提出された C&Lもこの検索機能からアクセスすることができる。 

 

2. 自分のメッセージボックスにアクセスする。特定の提出を参照しているほとんどのメッ

セージにおいては、「一式文書へ行く」リンク、「提出報告書をダウンロードする」リンク

のいずれか、又はその両方が存在する。「一式文書へ行く」リンクから、一式文書詳細情報

のページへ行き着く。そこから、提出報告書タブを選択することができる。そこで、 

提出報告書をオンラインで閲覧するか、又はそのページの末尾にある「提出報告書のダウ

ンロード」ボタンをクリックすることで、それを PDF 文書としてダウンロードすることが

できる。メッセージにある「提出報告書のダウンロード」リンクを使用する場合、その提

出報告書を直接、PDF 文書としてダウンロードすることになる。メッセージボックスの個々

のセクションは、受信した最後の 100 メッセージしか表示しない。自分のメッセージボッ

クスにあるもっと古いメッセージを見る必要がある場合、この FAQ の QA ID=364 を参照の

こと。 

http://echa.europa.eu/support/qas-support/search-qas?p_p_id=qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchUniqueIds=364&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchTopic=empty&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchScope=empty&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchKeywords=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchStatusFlag=1&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchDeletedFlag=0&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchFaqFlag=-1&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchFromDate=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchToDate=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchTags=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_searchChapter=0&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_cur=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_delta=&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_qaId=2718&_qahelpdesk_WAR_qahelpdeskportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fadministration_portlet%2Fview_qa.jsp
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3. 以下の選択のいずれかを選択する： 

予備登録を除いた提出のすべてのタイプに対して、自分が探している提出を見つけたら直

ちに、その提出番号リンクをクリックし次に、その提出報告書タブをクリックする。 

 > 予備登録を除くすべての提出：登録/届出 >> 参照番号履歴 

 >  (遅れた)予備登録：予備登録 >> 予備登録の表示(「報告書ダウンロード」カラムの 

  下のそのファイルアイコンをクリックする) 

 > 登録/届出：登録/届出 >>登録/届出の表示 

 > 川下ユーザー報告書：川下ユーザー報告書 >> 提出された DU 報告書の表示 

 > C&L 情報を含む分類及び表示の届出及び登録：分類及び表示 >> 提出された C&L 

  の表示 

 > 認可の申請：認可の申請 >> 提出された認可の申請の表示 

 

 

(原文) 

[375] How can I request to download my submitted dossier? 

 

In order to retrieve a dossier that you submitted earlier, you need to steps: 

 Follow the steps below to retrieve a previously submitted dossier 

 

Option 1: 

a. Go to Registration/notification >> view registration/notification  

b. Fill in the search criteria and click Search  

c. Locate the submission you are looking for  

d. Click on the submission number  

e. Click on the ‘Request submitted file’ button in the ‘Details’ tab. 

 

Option 2: 

a. Go to Search >> Dossier 

b. Search a type of query (Find by submission, by substance, by organisation)  

c. Fill in the search criteria and click Search  

d. Locate the submissions you are looking for  

e. Click on the UUID under ‘Dossier UUID’ 

f. Click again on the UUID next to the ‘Dossier’ label  

g. Click on the ‘Requested submitted file’ button in the ‘Details’ tab. 

You will need to provide a justification as to why you need the dossier and click on the button ‘Send 
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request’. ECHA will process your request and send a message to your message box on how to 

retrieve your dossier. Note, that there are situations when a dossier cannot be requested. See Q&A 

ID=405 for further information. 

REACH-IT 

Searching in REACH-IT 

Version 1.2 

Latest update 03/12/2015 

(仮訳) 

[375] どのようにして自分の提出した一式文書をダウンロードすることを要求できるの

か？ 

 

前に自分が提出した一式文書を検索するためには、以下のステップを行う必要がある： 

以前、提出された一式文書を検索するために以下のステップに従う： 

選択 1 

a. 登録/届出 >>登録/届出の表示へ進む  

b. 検索クライテリアに書き込んで検索をクリックする 

c. 自分が探している提出の場所を見つける 

d. 提出番号をクリックする 

e. 「詳細情報」タブにある「提出されたファイルの要求」ボタンをクリックする 

 

選択 2 

a. 検索 >> 一式文書 へ進む 

b. 質問のタイプを検索する(提出で、物質で、組織で見つける) 

c. 検索クライテリアに書き込んで、検索をクリックする 

d. 自分が探している提出の場所を見つける 

e. 「一式文書の UUID」の下にある UUID をクリックする 

f. 「一式文書」ラベルの隣の UUID を再び、クリックする 

g. 「詳細情報」タブの末尾にある「要求された提出されたファイル」をクリックする 

 

その一式文書を必要とする理由についての正当化を提供し、「要求を送る」ボタンをクリッ

クする必要がある。ECHA はその要求を処理して、その一式文書を取り戻すやり方に関する

メッセージを要求者のメッセージボックスに送付する。一式文書が要求できない状況が存

在することに注意すること。詳細情報は、Q&A ID=405 を参照のこと。 

 

 

Third party representative 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/405
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/405
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/405
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(原文) 

[352] How can I identify and assign a third party representative (TPR)? 

 

Whenever a manufacturer or importer considers information which may need to be exchanged for 

data-sharing purposes to be sensitive, a third party representative (TPR) may be nominated. 

 

To be able to select a TPR, the TPR needs to have signed-up in REACH-IT in advance so that their 

UUID - Universal Unique Identifier - can be selected. Users can obtain a UUID from the IUCLID 5 

website or from REACH-IT. If a UUID is created using IUCLID 5, a TPR will need to assign it 

during the sign-up in REACH-IT. 

 

1. In late pre-registration 

 Select Pre-registration >> Pre-register substance online for this purpose. Enter the UUID of your 

TPR in the “Representative” tab. 

 

The TPR will then be entitled to act on your behalf within the associated pre-SIEF data-sharing 

process. The contact details of the TPR will then be made visible in the pre-SIEF for other 

pre-registrants to be contacted. 

 

Companies using a TPR will be able to see both names in the pre-SIEF (their TPR name and 

their name in brackets). However, only the TPR’s name will be visible to the other 

participants in the pre-SIEF, keeping the identity of the registrant hidden and safe. 

 

2. In a joint submission 

If you are a lead registrant, select Joint Submission >> Create Joint Submission and enter TPR  

information under the “Representative” tab. 

If you are a member, select Joint Submission >> Confirm membership and enter TPR information 

under the “Representative” tab. 

 

3. In an inquiry 

 A TPR can be included in section 1.1 of your inquiry notification if you use IUCLID 5, and in the  

representative tab if you use the online inquiry functionality in REACH-IT. 

 Once your inquiry is processed, only the TPR details will be included in the co-registrants page. 

Further instructions can be found in the Practical instructions on how to check the information 

displayed in the co-registrants page available at: 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/registrants-intending-to-update-their-cont

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/registrants-intending-to-update-their-contact-information-in-reach-it-must-do-so-now
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act-information-in-reach-it-must-do-so-now 

 

4. In a registration dossier 

 A TPR can be included in section 1.1 of your IUCLID 5 registration dossier. The details of the 

TPR will be included in the registrants tab of the co-registrant page in REACH-IT. 

REACH-IT 

Third party representative 

Version 1.1  

Latest update 08/03/2016 

(仮訳) 

[352] 第三者の代理人(TPR)をどのように特定し、任命できるのか？ 

 

データ共有のためにやりとりされる必要があることもある情報が機密であると、製造者又

は輸入者が考える時はいつでも、第三者の代理人(TPR)が指名されてもよい。 

 

ある TPR を選択できるためには、その UUID－普遍的な独自の識別子－が選択できるよう

に、その TPR は、前もって、REACH-IT にサインアップしている必要がある。 

使用者は、IUCLID 5 website から又は REACH-IT から UUID を得ることができる。UUID が

IUCLID 5 を使用して作成される場合、TPR は REACH-IT におけるサインアップの間にそれ

を割り当てる必要がある。 

 

1. 遅れた予備登録において 

予備登録 >> 本目的のためのオンライン物質予備登録 を選択する。「代理人」タブに 

おいて自分の TPR の UUID を入力する。 

 

そして、その関連した予備 SIEF データ共有プロセス内において、その TPR は依頼者の代

理として活動する権限を持つことになる。そして、その TPR の連絡先詳細は連絡を受け

るその他の予備登録者に対してその予備 SIEF において表示されることになる。 

 

TPR を使用する会社はその予備 SIEF において両方の名称を見ることができる(自分たち

の TPR の名称と角括弧内に自分たちの名称の両方)。しかしながら、その予備 SIEF にお

いてはその登録者のアイデンティティを隠して保護して、その TPR の名称のみがその他

の参加者に対して表示される。 

 

2. 共同提出において 

自分が先導登録者である場合、共同提出 >> 共同提出作成 を選択して、「代理人」タブ



 72 

の下に TPR 情報を入力する。 

自分がメンバー登録者である場合、共同提出 >> 会員の身分の確認 を選択して、 

「代理人」タブの下に TPR 情報を入力する。 

 

3. 問合わせにおいて 

IUCLID 5 を使用する場合、自分の問合わせ届出のセクション 1.1 に、TPR を含めること

ができる。そして、REACH-IT におけるオンライン問合わせ機能を使用する場合は、その

代理人タブに含めることができる。一旦、自分の問い合わせが処理されたら、その TRP

の詳細情報だけが共同登録者ページに含まれる。 

詳細情報は以下の URL で入手できる、共同登録者ページにおいて表示される情報を 

チェックする方法に関する実務的説明書の中で見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/registrants-intending-to-update-their-cont

act-information-in-reach-it-must-do-so-now 

 

4. 登録一式文書において 

自分の IUCLID 5 登録一式文書のセクション 1.1 に、TPR を含めることができる。その TPR

の詳細情報は REACH-IT における共同登録者ページの登録者タブに含まれる。 

 

 

上記翻訳は原文の内容を正確に反映するように努力いたしましたが、疑義がある場合、 

正確な解釈については、原文でご確認ください。 

原本の情報源：Source: European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/ 

Questions and Answers  

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

上記の翻訳は、ウェブサイト：http://echa.europa.eu/で見出される欧州化学品庁によって公表

された正本の Q&A の実用上の翻訳(working translation)である。 

 

 

本情報の内容は、ECHA の Q&A の内容に基づいておりますが、ご利用者が本情報を使用 

して行う一切の行為について、著者並びに発行元は、何ら責任を負うものではありません 

ことをお断りしておきます。また、いかなる場合においても、著者並びに発行元はご利用 

者が本情報を使用して被った損害、損失について、何ら責任を負いません。 

 

以上 

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/registrants-intending-to-update-their-contact-information-in-reach-it-must-do-so-now
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/registrants-intending-to-update-their-contact-information-in-reach-it-must-do-so-now
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/

