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(原文) 

[1140] What do I do if I don't have a user ID or have forgotten my user ID? 

 

If you do not have a user account in REACH-IT, you should contact your “Company Manager” (the 

person who set up and is responsible for the REACH-IT user accounts within your company) who 

can create a user account for you. 

 

Step-by-step instructions on how to create new users for existing accounts can be found in Chapter 4 

of the “REACH-IT Industry User Manual, Part 02 －Sign-up and account management”. 

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

If your company does not have an account in REACH-IT, you should follow the instructions 

provided in Chapter 3 of this manual. 

 

If you forgot your user ID, check question 337 http://echa.europa.eu/qa-display/-

/qadisplay/5s1R/view/ids/337 or the Factsheet on REACH-IT accounts. 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_account_en.pdf 

REACH-IT 

Account management 

Version 1.0  

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[1140] 自分のユーザーID を持っていない又はそれを忘れてしまった場合はどうすればよい

か？ 

 

REACH-IT にユーザーアカウントを持っていない場合、あなたのためにユーザーアカウン

トを作成することができる自社の「企業管理者」(企業内で REACH-IT のユーザーアカウ

ントを設定しそれに責任がある者)と連絡を取るべきである。 

 

既存のアカウントに対して新しいユーザーを作成することに関する段階を追って示した 

作業指示書は、「REACH-IT の産業ユーザーマニュアル、パート 2－登録及びアカウント 

管理」の第 4 章で見つけることができる。 

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

 

自分の会社が REACH-IT にアカウントを持っていなければ、このマニュアルの第 3 章で 

提供されている指示に従うべきである。 

 

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/337
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/337
http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_account_en.pdf
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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自分のユーザーID を忘れてしまった場合、質問 337: http://echa.europa.eu/qa-display/-

/qadisplay/5s1R/view/ids/337、又は REACH-IT アカウントに関するファクトシート： 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_account_en.pdf 

を調べること。 

 

 

(原文) 

[1144] How can I become the SIEF Formation Facilitator (SFF) in REACH-IT and what are the 

tasks? 

 

The SFF (SIEF Formation Facilitator) is the person initiating communication with other pre-SIEF 

participants to start working together and ultimately submit the data in a joint submission. 

 

To show in REACH-IT that you will take the SFF role, use the Pre-SIEF > View Pre-SIEF menu, 

search for your substance, and in the pre-SIEF page click on “Become Facilitator”. If the button 

“Become Facilitator” is not available, it means that someone else is already the SFF. 

 

The SFF is visible in the pre-SIEF page in REACH-IT: it is the company whose status has the letter 

F for Facilitator. 

 

If you are the SFF and you do not want to facilitate discussions among co-registrants anymore, 

discuss with your co-registrants how to proceed in order to not jeopardise registration. The REACH-

IT SFF function is easily cancelled by clicking “Stop Facilitator” in the pre-SIEF. It will then 

become available for another pre-SIEF participant to become SFF in REACH-IT. 

 

For further info on the tasks of the SFF, check FAQ 99. http://echa.europa.eu/qa-display/-

/qadisplay/5s1R/view/ids/99 

REACH-IT 

Functionalities 

Version 1.0  

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[1144] どのようにして REACH-IT における SIEF 形成ファシリテーター(世話役)になれる

のかそしてその任務は何か？ 

 

SFF(SIEF 形成ファシリテーター(世話役))は、共同作業を開始し、最後には共同提出でデー

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/337
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/337
http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_account_en.pdf
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/99
http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/99
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タを提出するために他の予備 SIEF 参加者との連絡を開始する者である。 

 

あなたがその SFF の役割を引き受けることを REACH-IT において示すためには、予備

SIEF> 閲覧 予備 SIEF メニューを使用し、自分の物質を検索し、その予備 SIEF ページ 

において、「ファイシリテーターになる」をクリックする。「ファイシリテーターになる」

ボタンが利用可能でない場合、それはほかの誰かが既に SFF になっていることを意味 

する。 

 

SFF は REACH-IT における予備 SIEF ページに現れる：それはその地位がファシリテータ

ーのための文字 F を持っている企業である。 

 

あなたが SFF であり、共同登録者の間での議論をもはや世話することを望まない場合、 

登録を危うくしないために取り進めのし方を共同登録者と議論すること。 

REACH-IT の SFF 機能は、その予備 SIEF における「ファシリテーターの停止」をクリッ

クすることで容易に取り消せる。その次に、別の予備 SIEF 参加者が REACH-IT における 

SFF になるためにそれが利用可能となる。 

 

SFF の任務にかんする詳細情報については、FAQ 99： 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/99 

を調べること。 

 

(原文) 

[1142] What should I do if I am in the wrong pre-SIEF? 

 

If you entered your substance name in a different way than the other manufacturers and importers 

when pre-registering, or if you realise during discussions about the sameness of your substances that 

you do not have the same substance as the other pre-registrants in the pre-SIEF, you may want to 

look for and join another SIEF. 

 

A useful tool when looking for a more suitable SIEF is the list of pre-registered substances. This list 

contains all pre-registered substances, with the available identifiers such as EC number, CAS 

number and chemical name with synonyms. 

 

Once you have found a more suitable or more specific identifier for your substance (which is then 

considered as “another” substance by REACH-IT), you can use REACH-IT to view the pre-SIEF of 

this “other” substance. For this, you need to update your pre-registration by adding this “other” 

http://echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/99
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substance in the “similar substances” tab. 

 

From the pre-SIEF page of your substance, you will then be able to navigate to the pre-SIEF page of 

this “other” substance. You will not be listed as a member of this pre-SIEF, so you have to take the 

initiative and get in contact with the pre-registrants to explain that you wish to join the SIEF. 

REACH 

Pre-registration 

Version 1.0  

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[1142] 自分が間違った予備 SIEF にいる場合、どうするべきか？ 

 

予備登録する時に他の製造者及び輸入者とは異なった仕方で自分の物質名称を入力した 

場合、又は自分の物質の同一性に関する議論の間にその予備 SIEF における他の予備登録

者と同じ物質を所有していないことに気付いた場合、他の SIEF を探してそれに参加する

ことを希望してもよい。 

 

もっと適切な SIEF を探す場合の有用なツールは、予備登録された物質のリストである。

このリストは EC 番号、CAS 番号及び同義語を持つ化学名称のような利用可能なアイデン

ティティを持つ、すべての予備登録された物質を含む。 

 

自分の物質に対してもっと適切な又はもっと特異的な識別子を見つけたら直ぐに(REACH-

IT によってその時、別の物質として見なされる)、この他の物質の予備 SIEF を閲覧するた

めに REACH-IT を使用することができる。このために、その類似物質のタブへ他の物質を

追加することによって自分の予備登録を更新する必要がある。 

 

自分の物質の予備 SIEF のページから、この他の物質の予備 SIEF ページへ移動することが

できる。あなたはこの予備 SIEF のメンバーとしてはリストされない。 

それで、その SIEF へ参加を望んでいることを説明するためにその予備登録者と率先して

連絡を取らなくてはならない。 

 

 

(原文) 

[1143] What should I do if nobody in the pre-SIEF replies to my emails? 

 

A pre-SIEF might have many participants, but it is possible that most of them are undecided about 
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registration or have decided not to register. The status ‘Inactive’ in the pre-SIEF indicates that the 

company will not register, but not all companies use it. 

 

If companies do not reply to your emails, you might want to try contacting them in another way (if 

their email address is outdated). You might limit this to companies you are familiar with and who 

you think might be registering. 

 

It will also be helpful to download the XML file of pre-registrants at regular intervals to see if any 

changes to contact details have been made. Please note that communications might be filtered out as 

spam. 

 

If further communication attempts remain unanswered, document the attempts made and prepare to 

register your substance alone. Communicate your progress by email to the others in the pre-SIEF. 

Think about becoming the SIEF Formation Facilitator (SFF) so you can indicate in the pre-SIEF 

how others can contact you. 

 

If your substance is a complex substance, consider the possibility that other manufacturers/importers 

of the substance used other identifiers for the substance and are in a different pre-SIEF. Look in the 

list of pre-registered substances for pre-SIEFs you could potentially merge with. 

REACH 

Pre-registration 

Version 1.0  

Latest update 16/11/2015 

(仮訳) 

[1143] 予備 SIEF において誰も私の電子メールに応答しない場合はどうするべきか？ 

 

予備 SIEF には多くの参加者がいるかもしれないが、かれらのほとんどは登録について 

未決定で又は登録しないことに決めている可能性がある。 

予備 SIEF において活動に加わらない状態は、その企業は登録しないが、すべての企業が

それを利用するわけではないことを示す。 

 

企業があなたの電子メールに応答しない場合、あなたは別の仕方でそれらと連絡すること

を望むかもしれない(かれらの電子メールアドレスが期限切れの場合)。あなたはよく知っ

ていて登録しているかもしれないと考える企業にこのことを限定してもよい。 

 

連絡先の詳細に何らかの変更があったかどうか確認するために定期的に予備登録者の XML
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ファイルをダウンロードすることも有用である。情報連絡がスパムとして取り除かれるか

もしれないことに注意して下さい。 

 

追加の情報連絡の試みに回答がないままである場合、行った試みを文書化し自分の物質だ

けを登録する準備を行うこと。自分の進捗をその予備 SIEF にいる他人に電子メールで 

情報伝達すること。SIEF 形成ファシリテーターになることを考えること、そうすれば他の

者があなたに連絡することができる仕方をその予備 SIEF の中で示すことができる。 

 

自分の物質が複合物質である場合、その物質の他の製造者/輸入者がその物質に対する他の

識別子を使用して、異なる予備 SIEF にいる可能性を考えること。 

あなたが合併する可能性がある予備 SIEF に対する予備登録された物質のリストを見るこ

と。 

 

 

(原文) 

[1151] When commenting the draft opinions of RAC and SEAC, can I submit additional or new data 

that I had not provided when the committees were preparing them? 

 

When reading the Committees’ draft opinions you may have noticed misinterpretations, 

misunderstandings or even errors that need to be addressed in the draft opinions. ECHA encourages 

you to provide all the necessary clarifications with the relevant supporting evidence during the 

commenting period. However, the Committees will only take into account new data or information 

(e.g. new measurements, figures) that are related to such misinterpretations, misunderstandings or 

errors noted by the applicant. It is the obligation of the applicant to provide the necessary relevant 

data at the time of the initial submission of the application or in response to earlier requests from the 

Committees. 

REACH  

Authorisation 

Version 1.0  

Latest update 08/12/2015 

(仮訳) 

[1151] RAC 及び SEAC の見解の草案にコメントする場合、その専門委員会が草案を準備す

る時に自分が提供しなかった追加の又は新しいデータを提出できるのか？ 

 

専門委員会の見解の草案を読む時に、その見解の草案において取り組まれる必要がある誤

った解釈、誤解、又は間違いに気づいたかもしれない。 
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ECHA はコメントする期間の間に、すべての必要とする明確化に対して関連した裏付けの

証拠を与えることを奨励する。しかしながら、専門委員会は申請者によって述べられた 

そのような誤った解釈、誤解又は間違いに関係した新しいデータ又は情報(例えば、新しい

測定、図)だけを考慮する。最初の申請の提出時に又は委員会からの初期の要求への応答に

おいて必要な関連データを提供するのはその申請者の義務である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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。 
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