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Notifications of Substances in articles  Q&A 

(原文) 

[498] Do I have to notify? 

 

Notification of substances in articles is required from producers and importers of articles when all 

the following conditions are met: 

   

  ≻ The substance is included in the Candidate List (http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

  ≻ The substance is present in articles produced and/or imported by you above a concentration of 

0.1% (w/w). 

  ≻ The total amount of the substance present in all articles produced and/or imported by you, 

which contain more than 0.1% (w/w) of the substance, exceeds 1 tonne per year. 

 

In this context you are an article producer if you produce articles within the European Economic 

Area (EEA) whereas you are an article importer if you are established in the EEA and import from 

countries located outside the EEA. 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of the 

Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in articles 

Version 1.1  

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[498] 届出しなくてはならないのか？ 

 

アーティクルの製造者及び輸入者のアーティクル中の物質の届出が、以下の条件が満足さ

れる場合に要求される： 

 

≻ その物質が候補物質リストに収載されている(http://echa.europa.eu/candidate-list-table) 

≻ その物質が製造された及び/又は輸入されたアーティクル中に 0.1%を超える濃度で存在 

する 

≻ その物質を 0.1%を超えて含有し、製造された及び/又は輸入されたアーティクルのすべ 

てに存在するその物質の総量が年間 1 トンを超える 

 

この文脈において、EEA 内でアーティクルを製造する場合はアーティクル製造者である一

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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方で、EEA に本拠地があり、EEA 外に位置する国から輸入する場合はアーティクル輸入者

である。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[499] How do I calculate the concentration of a Candidate List substance in my article? 

 

One of the conditions that trigger the notification obligation is when the concentration of the 

Candidate List substance exceeds 0.1% (w/w) in the article. The concentration of the substance 

should be calculated on the whole article as imported or produced. Chapter 4.4 of the Guidance on 

requirements for substances in articles 

(http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf) provides explanations and examples 

on how to do this calculation. 

 

The substance concentration threshold of 0.1% (w/w) applies to the article as produced or imported. 

In practice however, companies may find it easier to collect concentration information not on the 

whole article but on parts thereof. Companies have the possibility to prepare their notification to 

ECHA on this basis. An example of when this may be preferred is if you are importing 10 different 

articles, each containing a common part (e.g. same rubber handle). You know the rubber handle 

contains the Candidate List substance in a concentration of 30% (w/w), which allows you to deduce 

that the concentration in each of the 10 imported articles will always be >0.1%. Again, it may be 

preferred to notify on the basis of the part containing the Candidate List substance rather than 

notifying the different articles and thereby avoiding more complex concentration calculations. 

 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of the 

Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in article 

Version 1.1  

Latest update 07/10/2015 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14


 4 

(仮訳) 

[499] 自分のアーティクル中の候補リスト物質の濃度をどのように計算するのか？ 

 

届出義務を引き起こす条件のひとつは、そのアーティクル中の候補リスト物質の濃度が 0.1

重量%を超える場合である。その物質の濃度は輸入された又は製造されたものとしての 

アーティクル全体において計算されるべきである。 

アーティクル中の物質に対する要求事項に関するガイダンスの第 4.4 章 

(http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf) はこの計算を行う仕方に関する

説明と具体例を提供している。 

 

物質の 0.1 重量%濃度閾値は、製造された又は輸入されたものとしてのアーティクルに適用

される。しかしながら、実際には、企業はアーティクル全体ではなくそれの部品に関する

濃度情報を収集するのは容易だと経験することもある。企業はこの根拠に基づいて 

ECHA への自分たちの届出を準備することができる。これが好ましいこともある場合の例は、

10 の異なるアーティクルを輸入していて、その個々のものが共通の部品を含んでいる場合

である(例えば、同一のゴム製ハンドル)。     

そのゴム製ハンドルが 30 重量%の濃度で候補リスト物質を含有することを知っているなら

ば、それで個々の 10 の輸入されたアーティクルにおける濃度が常に 0.1%を超えると推定す

ることができる。この場合もやはり、異なるアーティクルを届出するよりもむしろ 

候補リスト物質を含有する部品に基づいてその結果、より複雑な濃度計算を回避して、 

届出することが好ましいこともある。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[500] How do I calculate the total amount of the Candidate List substance in my article? 

 

One of the conditions that trigger the notification obligation is when the total amount of the 

Candidate List substance present in all articles produced and/or imported exceeds 1 tonne per actor 

per year. The articles concerned should contain more than 0.1% (w/w) of the substance. If an article 

contains the substance at a concentration below 0.1 w/w, this article does not have to be included in 

the tonnage calculation. 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
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The 1 tonne per year limit applies to the total tonnage produced/imported, in the EEA by the same 

legal entity. The tonnage is not calculated separately for different EU member states if the legal 

entity is the same. If you believe you are close to one of the thresholds but are unsure whether you 

exceed it or not, we recommend you to notify. Chapter 4.5 of the Guidance on requirements for 

substances in articles provides explanations and examples on how to do this calculation. 

 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of the 

Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in articles 

Version 1.1  

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[500] 自分のアーティクル中の候補リスト物質の総量をどのように計算するのか？ 

 

届出義務を引き起こす条件のひとつは、製造された及び/又は輸入されたアーティクルの 

すべてに存在する候補リスト物質の総量が行為者あたり年間 1 トンを超える場合である。

当該アーティクルはその物質を 0.1 重量%を超えて含有しなくてはならない。 

アーティクルが 0.1 重量%未満の濃度でその物質を含有する場合は、このアーティクルは 

そのトン数帯計算に含まれる必要はない。 

 

年間 1 トンの限界値は、EEA において同じ法人によって製造/輸入された総トン数帯に適用

される。そのトン数帯はその法人が同じである場合、異なる EU 加盟国に対して別個に計算

されない。自分が閾値の一つに近いと思うがそれを超えているかどうか確信がない場合、

ECHA は届出することを勧告する。アーティクル中の物質に対する要求事項に関する 

ガイダンスの第 4.5 章はこの計算の仕方に関する説明と具体例を提供している。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[501] How do I know that a Candidate List substance is present in my article? 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
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This information should be made available to the notifier via the actors of his supply chain. The 

information needed can often be derived from standardised information that is obtained from 

suppliers of substances/mixtures based in the EEA (e.g. Safety Data Sheets or, where a SDS is not 

required, safety information and regulatory requirements according to Article 32 of the REACH 

Regulation). Suppliers in the EEA of articles containing >0.1% of a Candidate List substance must 

provide available and relevant safety information according to Article 33 of the REACH Regulation, 

including, as a minimum, the name of that substance. Pro-active requests in the supply chain are 

often useful to obtain the necessary information, in particular when the supplier of the article is 

outside EEA. As a last resort, chemical analysis of the article could be considered. For more 

information see Chapter 5 of the Guidance on requirements for substances in articles 

( http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf). 

 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of the 

Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in articles 

Version 1.1  

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[501] 自分のアーティクルに候補リスト物質が存在することをどのようにして知るのか？ 

 

この情報は自分のサプライチェーンの行為者を経由してその届出者に利用可能とされるべ

きである。必要とされる情報は EEA を本拠地としている物質/混合物の供給者から入手され

る標準化された情報(例えば、安全性データシート又は SDS が要求されない場合、REACH

規則の第 32 条に従った安全情報及び法規上の要求事項)から得られることがしばしばであ

る。候補リスト物質を 0.1%を超えて含有するアーティクルの EEA における供給者は、最小

限、物質の名称を含めて、REACH 規則の第 33 条に従って利用可能で関連する安全情報を

提供しなくてはならない。 

特にそのアーティクルの供給者が EEA 外にいる場合、サプライチェーンにおける積極的な

要求は、必要とする情報を入手するために有用であることはよくあることである。最後の

手段として、そのアーティクルの化学分析が考慮できる。詳細情報については、アーティ

クル中の物質に対する要求事項に関するガイダンスの第 5 章を参照のこと

( http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf)。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[517] How do I calculate the concentration and the tonnage for a "set of objects"? 

 

The notification obligation applies to the article as imported or produced. To make the distinction 

between producing a single article and producing a set of objects the way the article is supplied to 

the recipient is relevant. Hence, in case you supply an article in parts and it is the recipient who 

assembles the article from the parts, then this should be considered as a set of objects and the 

calculation of the 0,1% should be carried out separately for each part. On the other hand, if you 

supply an article assembled then only one article is supplied and not a set of objects. Please be aware 

that some Member States have expressed dissenting views on the calculation of the 0.1% of SVHC 

in articles, holding the opinion that "once an article always an article". For imported articles it is the 

way the article is imported (in parts or assembled) that is relevant. As described in question 2 of this 

document, companies always have the possibility to make their notification on the basis of parts, if 

so preferred. 

 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of 

the Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14： 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

(仮訳) 

[517] 一組の物体に対してその濃度及びトン数帯をどのように計算するのか？ 

 

届出義務は輸入された又は製造されたアーティクルに適用される。単一のアーティクルを

製造することと一組の物体を製造することを区別するためには、そのアーティクルがその

受領者に供給される仕方が関係する。それゆえに、あるアーティクルを分けて供給して、 

その部品からそのアーティクルを組み立てるのがその受領者である場合、それは一組の物

体として見なされるべきであり、0.1%の計算は個々の部品に対して別々に実施されるべき

である。その一方、組み立てられたアーティクルを供給する場合、一つだけのアーティク

ルが供給され、一組の物体が供給されるのではない。「一旦アーティクルであれば、常にア

ーティクルである。」という見解で、アーティクル中の SVHC の 0.1%の計算に関して異な

る考えを表明している加盟国があることを認識していただきたい。輸入されたアーティク

ルに対しては関係するのはそのアーティクルが輸入される仕方(分けて又は組み立てられ

て)である。本文書の質問 2 で記述したように、企業は、そうすることが好ましければ、 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
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常に部品に基づいて自分たちの届出をすることができる。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[523] Do I need to notify Candidate List substances in articles made from recycled material? 

 

Article 7 of the REACH Regulation applies also to producers or importers of articles containing 

recycled material. The producers or importers must assess whether the articles they produce or 

import fall under the criteria of Article 7. It may be difficult to know the exact concentration of a 

Candidate List substance in e.g. recovered polymers where the concentration varies between each 

batch. If companies draw the conclusion that the articles contain less than 0,1% of the Candidate List 

substance, ECHA recommends companies to document their basis for drawing this conclusion to be 

prepared in case of enforcement. 

 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of 

the Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14： 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in articles 

Version 1.1   

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[523] 再生材から作られたアーティクル中の候補リスト物質を届出する必要があるのか？ 

 

REACH規則の第 7条は再生材を含有するアーティクルの製造者又は輸入者にも適用される。

その製造者又は輸入者は自分たちが製造又は輸入するアーティクルが第 7 条のクライテリ

アに該当するのかどうかを評価しなくてはならない。 

例えば、個々のバッチ間でその濃度が変化する再生高分子中の候補リスト物質の正確な濃

度を知ることは困難なこともある。企業はアーティクルが候補リスト物質を 0.1%未満含有

するとの結論を導き出す場合、法の執行の場合に備えるために、この結論を導き出す 

自分たちの根拠を文書化することを ECHA は企業に勧告する。 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14


 9 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

(原文) 

[526] Which are the enforcement activities and the penalties foreseen? What about the dissenting 

views from some MS? 

 

Enforcement of the REACH Regulation, including the type of penalties is the remit of the authorities 

of the individual Member States. Different interpretation of how the concentration limit triggering 

the obligation to notify is to be applied (concentration calculated based on the whole article or on 

parts of the article) may result in companies facing diverging enforcement practices in different 

Member States. 

 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of 

the Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH  

Notifications of Substances in articles 

Version 1.1  

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[526] どのような執行活動及び罰則が予想されるのか？ 一部の加盟国からの反対意見に

ついてはどうなるのか？ 

 

罰則の種類を含めて、REACH 規則の執行は個々の加盟国の当局に付託された権限である。

届出義務を引き起こす濃度限界がどのように適用されることになるかの異なる解釈 

(アーティクル全体又はアーティクルの部品に基づいて計算される濃度)によって、異なる 

加盟国において企業は異なる執行の訴訟手続きに直面する結果になることもある。 

 

≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
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Requirements for substances in articles  FAQ 

(原文) 

[73] Do I have to register substances in articles? 

 

The registration requirement for substances in articles (as required by Article 7 (1) of REACH) 

applies only if all the following conditions are met:  

≻ the substance is intended to be released during normal and reasonable foreseeable conditions of 

use; and   

≻ the total amount of the substance present in the article exceeds one tonne per producer or 

importer per year; and   

≻ the substance has not yet been registered for that specific use. Pre-registrations, however, do not 

relieve you from the obligation to register. 

 

If the substance has already been registered for your specific use, then you do not need to register. 

This registration can be done in your supply chain or any other supply chain. 

 

In order to determine what is an article in this context, especially regarding border line cases 

between containers and articles, you can consult the Guidance on requirements for substances in 

articles: http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf 

REACH 

Requirements for substances in articles 

Version 1.1 

Latest update 01/12/2015 

(仮訳) 

[73] アーティクル中の物質を登録しなくてはならないか？ 

 

アーティクル中の物質に対する登録要求(REACH の第 7 条(1)で要求されている)は、以下の

条件がすべて満足される場合に適用される： 

 ≻ その物質が通常の合理的に予見できる使用条件の間に放出されることが意図されて 

いる；及び 

 ≻ アーティクル中に存在する物質の総量が製造者又は輸入者当たり年間 1 トンを超え

る；及び 

 ≻ その物質は特定の使用のためにまだ登録されていない。しかしながら、予備登録に 

よって登録の義務から解放されない。 

 

その物質が自分の特定の使用のために既に登録されている場合、その結果、登録する必要

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
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はない。この登録は自分のサプライチェーン又はいかなる他のサプライチェーンにおいて

もなされることができる。 

 

特に容器とアーティクルの間のボーダーラインケースに関して、この文脈におけるアーテ

ィクルとは何かを決定するために、以下のアーティクル中の物質の要求事項に関するガイ

ダンス：http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf を参考にすることができ

る。 

 

 

(原文) 

[74] Under what conditions and when do I have to notify substances of very high concern in articles? 

 

Substances meeting the criteria outlined in Article 57 of the REACH Regulation are commonly 

referred to as substances of very high concern (SVHC). Notification is required under Article 7(2) of 

the REACH Regulation for SVHC present in articles and for which the following conditions are met: 

 

1. the substance has been included in the candidate list of SVHC for authorisation: 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table and  

2. the substance is present in articles above a concentration of 0.1% weight by weight (w/w) and  

3. the total amount of the substance in those articles (i.e. those containing more than 0.1% (w/w) of 

the SVHC) exceeds one tonne per producer or importer per year and  

4. the substance has not yet been registered for that specific use. 

 

However, there is no obligation to notify if the producer or importer can exclude exposure to humans 

or the environment during normal or reasonably foreseeable conditions of use and disposal. 

 

As indicated in Article 7(7) of the REACH Regulation the notification of a SVHC in articles shall be 

made at the latest 6 months after it has been included on the candidate list for authorisation but only 

starting from 1st June 2011. Information on a substance on the candidate list contained in articles is 

to be forwarded by the supplier of the articles to the recipients as soon as possible after the substance 

is included in that list (Article 33). The candidate list will be updated continuously when substances 

have been identified as meeting the criteria of Article 57 of the REACH Regulation. Further 

information can be found in 

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substance

s-in-articles. 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
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 ≻ Please note that this Q&A is currently being reassessed to take into account the judgement of 

the Court of Justice of 10 September 2015 in case C-106/14: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

REACH 

Requirements for substances in articles 

Version 1.1 

Latest update 07/10/2015 

(仮訳) 

[74] いかなる条件の下にかつ何時、アーティクル中の SVHC を届出しなくてはならない

か？ 

 

REACH規則の第57条において概説されているクライテリアを満足する物質は、通常、SVHC

として言及される。 

アーティクル中に存在してかつ以下の条件が満足される SVHC に対して、届出が REACH

規則の第 7 条(2)の下において要求される。 

 

1. その物質が認可のための SVHC の候補リストに収載されている： 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table 及び 

2. その物質がアーティクル中に 0.1 重量%の濃度を超えて存在する 及び 

3. これらアーティクル中の物質の総量(即ち、SVHC の 0.1 重量%を超えて含有するもの)が

製造者又は輸入者あたり年間 1 トンを超える 及び 

4. その物質が特定の使用に対してまだ登録されていない 

 

しかしながら、その製造者又は輸入者が通常の又は合理的に予見できる使用及び処分の条

件の間に人又は環境へのばく露を排除できる場合、届出の義務はない。 

 

REACH 規則の第 7 条(7)において示されているように、アーティクル中の SVHC の届出は、

その物質が認可のための候補リストに収載されてしかし 2011 年 6 月 1 日から初めて開始さ

れて少なくとも 6 ヶ月後になされるものとする。アーティクル中に含有される候補リスト

の物質に関する情報は、その物質がそのリストに収載された後、できる限りすぐに、その

アーティクルの供給者によってその受領者に転送されるべきである(第 33 条)。 

その候補リストは、物質が REACH 規則の第 57 条のクライテリアを満足するとして 

特定された場合、継続的に更新される。詳細情報は以下の URL で見つけることができる：

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substance

s-in-articles. 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
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≻ この Q&A は、2015 年 9 月 10 日の in case C-106/14 の欧州司法裁判所の判定：

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14 

を考慮するために、現在、見直しされていることに注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 on cosmetics 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/cosmetics 

 

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 及び FAQ の実用上の翻訳(working translation)である。  

 

本情報の内容は、ECHAのFAQ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://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-106/14
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/reach/cosmetics
http://echa.europa.eu/

