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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 規則の追加 FAQ 及び CLP 規則の追加 Q&A (2016 年 5 月) 
                                                             2016 年 5 月 26 日 
 

 

CLP    Q&A 
Unique ID                         項   目                                     頁 

 

Technical questions and answers on C&L notifications 

[1187] 届出した物質の製造/輸入の停止を ECHA に通知する方法 2 

 

 

REACH   FAQ 
Unique ID                         項   目                                     頁 

 

Only Representative of non-EU manufacturer 

[1188] 非 EU 製造者を代表する OR がその非 EU 製造者の法人格変更を伝える必要性   3 

Registration 

[1189]「化学品のリース」によるビジネスモデルが REACH 登録に及ぼす影響 4 

 

 

 

 

 

(2016 年度 CLP Q&A における改訂履歴) 
追加 Q&A (Version 1.0) 
2016 年 5 月 24 日：[1187] 
 

(2016 年度 REACH FAQ における改訂履歴) 
追加 FAQ (Version 1.0) 
2016 年 5 月 24 日：[1188]及び[1189] 
 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/
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CLP  Technical questions and answers on C&L notifications 
(原文) 

[1187] How do I communicate that a substance notified previously is not imported nor manufactured 

anymore? 

 

You can inform ECHA that the manufacture/import of a substance by your company has ceased 

using the available functionality in REACH-IT (Registration/notification >> Cease manufacture): 

 > Upon selecting the desired notification and following the steps to confirm it, the status of your 

notification is changed to “inactive”. 

 > You can at any point activate the notification again by using the “Restart manufacture” 

functionality. 

 > Note that this functionality is shared with the cease/restart manufacture for registration dossiers 

(deactivation based on REACH article 50(2)). 

 

Further information and step by step instructions can be found under section 3.4 “Cease and restart 

manufacture” in the REACH-IT Industry User Manual Part 6 – Dossier submission available at:  

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

CLP 

Technical questions and answers on C&L notifications  

Version 1.0  

Latest update 24/05/2016 

(仮訳) 

[1187] 以前、届出した物質がもはや輸入も製造もされていないことをどのように伝達する

のか？ 

 

以下の REACH-IT(登録/届出) >> 製造停止 において利用可能な機能を使用して、あなた

の会社による物質の製造/輸入が停止していることを ECHA に通知できる。 

 

> 希望する届出を選択しそれを確認するためのステップに従って、自分の届出の立場(ステ

ータス)が「活動していない」に変更される。 

> 「「製造再開」機能を使用してどの時点であっても再び、その届出を活性化することが

できる。 

> この機能は登録一式文書のための製造停止/再開と共有されることに注意すること

(REACH 規則第 50 条(2)に基づく不活性化)。 

 

追加情報及び段階を追って示した説明書は、以下の URL で入手できる REACH-IT 産業使

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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用者マニュアル パート 6 におけるセクション 3.4 「製造の停止及び再開」 

－一式文書の提出 において見つけることができる。 

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

 

 

 

REACH  Only Representative of non-EU manufacturer 
(原文) 

[1188] I represent a manufacturer based outside the EU. The company will be absorbed by another 

non-EU company. As an only representative, do I have to notify ECHA about this change? 

 

Yes, you need to notify ECHA about this change. You represent the non-EU manufacturer and, 

therefore, you need to communicate changes in their legal personality. You can notify ECHA using 

the legal entity change functionality in REACH-IT. 

 

 To change the legal entity you need to: 

 > create a new account to represent the new legal entity, reflecting their size; 

 > follow the instructions in ‘Change of OR’ from Industry User Manual 17; 

 > include documents which clearly explain how you represent the new non-EU manufacturer; 

 > update the IUCLID files, in particular section 1.7 ‘Only Representative information’. 

 

You may need to pay a fee to complete the process. 

 

REACH 

Only Representative of non-EU manufacturer Version 1.0 Latest update 24/05/2016 

(仮訳) 

[1188] 私は EU 域外に拠点を置く製造者を代表している。その会社は他の非 EU 会社によ

って吸収される予定である。OR として、この変更について私は ECHA に届出しなくては

ならないのか？ 

 

そうである。あなたはこの変更について ECHA に届出する必要がある。あなたはその 

非 EU 製造者を代表しており、それ故、その法人格における変更を伝える必要がある。 

REACH-IT における法人格変更機能を使用して ECHA に届出することができる。 

 

法人格を変更するために以下のことを行う必要がある： 

> その企業規模を反映させて、新しい法人格を代表する新しいアカウントを作成する。 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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> 産業使用者マニュアル 17 からの「OR の変更」における指示に従う。 

> その新しい非 EU 製造者をどのように代表しているかを明確に説明する文書を含める。 

> 特に、セクション 1.7 「OR 情報」における IUCLID ファイルを更新する。 

 

このプロセスを完了するために手数料を払う必要があることもある。 

 

 

REACH Registration 
(原文) 

[1189] I would like to cooperate with a company in another Member State by ‘chemical leasing’. 

Does this business model influence my registration obligations under REACH? 

 

Business models such as ‘chemical leasing’, where the purchase is based on the fulfilled functions 

performed by the chemical and where the value-based units, such as the number of painted articles, 

are the main basis for payment, or any other business models do not influence your registration 

obligations.  

 

It is still the manufacturer or the importer to the EU who is responsible for registering the relevant 

substances under REACH. 

 

REACH 

REACH Registration 

Version: 1.0 

Latest update: 24/05/2016 

(仮訳) 

[1189] 「化学品のリース」によって別の加盟国にいるある会社と協業したい。このビジネ

スモデルは REACH の下での自分の登録義務に影響を及ぼすか？ 

 

その購入がその化学品によって達成される満足された機能に基づいており、塗装したアー

ティクルの数の様な、価値に基づく単位がその支払のための主用な根拠となっている 

「化学品のリース」の様なビジネスモデル、又はいかなるその他のビジネスモデルも、 

登録義務に影響を与えない。 

 

REACH の下において関連する物質を登録する責任を有する者は、それでもやはり、その

製造者又は EU への輸入者である。 
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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 FAQ 及び Q&A の実用上の翻訳(working translation)である。 

 

 

本情報の内容は、ECHA の FAQ 及び 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/
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/

