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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 Q&A(NONS) (2016 年 6 月) 
                                                             2016 年 6 月 23 日 
 

 

REACH   Q&A 
Unique ID                         項   目                                     頁 

 

NONS-Registrants of Previously Notified Substances 

[1192] 指令 67/548/EEC の総代理人が REACH の OR の義務を引き受ける場合の対応 2 

[1193] 新しく指名された OR が前の総代理人の義務を引き受ける場合の対応 4 

[1194] 指令 67/548/EEC の総代理人及び国内製造者及び/又は輸入者の時の対応 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2016 年度 REACH Q&A における改訂履歴) 
追加 Q&A (Version 1.0) 
2016 年 6 月 20 日：[1192]、[1193]及び[1194] 
 

 

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/New_REACH/
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(原文) 

[1192] I notified as a Sole Representative under Directive 67/548/EEC and I will take up the duties 

of the Only Representative under REACH, what are the next steps? 

 

Any Sole Representative agreements are invalid after 31st May 2008. Where the intention is to 

appoint an Only Representative under REACH, new documentation/contract from the non-

Community manufacturer(s) you represent needs to be drawn up. 

 

The company claiming the registration number must indicate in REACH-IT that he/she is entitled to 

act as the Only Representative. 

 

Please note that Only Representatives have to sign-up in REACH-IT for each and every non-

Community manufacturer they represent for the same notification and submit a claim for NONS 

using the appropriate accounts. 

 

Once you have indicated the notification specifics in the ‘Claim notification module' follow the 

wizard and: 

> Declare that you have the agreement and the consent of the non-Community manufacturer to  

become the Only Representative under the REACH Regulation and that you are entitled to claim 

the registration number (tick the relevant box). 

> Specify the non-Community manufacturer that you will represent as Only Representative for the 

notified substance. 

> Attach the following documentation from the non-Community manufacturer you represent: 

> Individual letter(s)/contract(s) from the non-Community manufacturer declaring that you are 

entitled to become their Only Representative under the REACH Regulation for the notified 

substance. The letter(s) should be in PDF format and written in one of the official Community 

languages. 

 

If all the information specified is correct and matches with that in the notification: 

 

You will instantly receive a submission number, and a reference number for the non-Community 

manufacturer you represent via REACH-IT. 

 

You can request for the notification to be migrated in IUCLID 6 format from your relevant Member 

State Competent Authority. You can find their contacts at: http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-

of-the-member-state-competent-authorities. 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
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If the information specified does not match with that in the notification, ECHA will not be able to 

allocate any registration number to you. 

 

You are advised to contact your relevant Member State Competent Authority to resolve the situation 

(http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities). 

Modified Date: 20/06/2016  

Topic: REACH  

Scope: NONS-Registrants of Previously Notified Substances  

ID: 1192  

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1192] 私は指令 67/548/EEC の下における総代理人として届出を行った。そして REACH の

下における OR の義務を引き受ける予定である。次のステップは何か？ 

 

2008 年 5 月 31 日以降はいかなる総代理人の契約も無効である。REACH の下に OR を指名

する意向がある場合、あなたが代表している非共同体製造者からの新しい文書/契約が作成

される必要がある。 

 

登録番号を請求する会社は自分が OR として活動する権利を持っていることを REACH-IT

において示さなくてはならない。 

 

OR は自分が代表している個々の及びすべての非共同体製造者にために、同一の届出に対

して REACH-IT にサインアップして、適切なアカウントを使用して NONS に対する請求を

提出しなくてはならないことに注意してください。 

 

「届出請求モジュール」においてその届出の詳細を示したら、直ぐに、以下のウイザード

に従うこと： 

> REACH 規則の下における OR になるための非共同体製造者の承認及び承諾を自分が有 

しており、その登録番号を請求する権利を持っていることを宣言する(関連するボック 

スをクリックする)。 

> 届出された物質に対して自分が OR として代表する非共同体製造者を指定する。 

> 自分が代表する非共同体製造者からの以下の文書を添付する。 

> 自分が REACH 規則の下でのその届出された物質に対する OR になる権利を持っている 

ことを宣言する非共同体製造者からの個々の書簡/契約書。その書簡は PDF フォーマッ 

トで共同体の公用語の一つで記載されるべきである。 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
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指定されたすべての情報が正しくて、その届出におけるものと一致する場合、 

 

提出番号と自分が代表する非共同体製造者のための参照番号を REACH-IT 経由で直ちに受

理する。 

 

あなたはその届出が自分の関連する加盟国所管当局により IUCLID 6 書式に移行してもら

うことを請求できる。以下の URL で自分の問い合わせ先を見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities 

 

その指定された情報がその届出におけるそれと一致しない場合、ECHA はあなたにいかな

る登録番号も割り当てることができない。 

 

その状況を解決するためには自分の関連する所管当局に問合わせすることが推奨される

(http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities). 

 

 

(原文) 

[1193] I am a newly appointed Only Representative and will take the duties of an earlier Sole 

Representative, what happens next? 

 

This situation occurs when a non-Community manufacturer under Directive 67/548/EEC decides to 

change their Sole Representative to take care of their duties under the REACH Regulation. If the 

Only Representative is not the same as the previous Sole Representative then evidence 

(contract/letter) should be provided in REACH-IT to support their claim for a registration number. 

This evidence will be made available to the MSCA for future verification if necessary. 

 

Only Representatives have to sign-up in REACH-IT for each non-community manufacturer they 

represent for the same notification and submit a claim for NONS using the appropriate accounts. 

Once you have indicated the notification specifics in the ‘Claim notification module': 

> Declare that you have the agreement and the consent of the non-Community manufacturer to 

become the Only Representative under the REACH Regulation and that you are entitled to claim 

the registration number (tick the relevant box). 

> Specify the non-Community manufacturer that you will represent as Only Representative for the 

notified substance. 

> Attach the following documents:  

 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
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   1. Individual letter(s)/contract(s) from the non-Community manufacturer declaring that you are 

entitled to become their Only Representative under the REACH Regulation for the notified 

substance. The letter(s) should be in PDF format and written in one of the Community 

languages. 

   2. Letter/contract from the previous Sole Representative declaring that he will no longer act a 

Sole Representative and that he agrees to transfer his duties to you as Only Representative 

under the REACH Regulation for the notified substance. The letter(s) should be in PDF format 

and written in one of the Community languages. 

 

If all the information specified is correct and matches with that in the notification: 

 

You will instantly receive a submission number, and a reference number per non-Community 

manufacturer you represent via REACH-IT. 

 

You can request for the notification to be migrated in IUCLID 6 format from your relevant Member 

State Competent Authority. You can find their contacts at: http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-

of-the-member-state-competent-authorities. 

 

If the information specified does not match with that in the notification, ECHA will not be able to 

allocate any registration number to you. 

 

You are advised to contact your relevant Member State Competent Authority to resolve the situation 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities. 

Modified Date: 20/06/2016  

Topic: REACH 

Scope: NONS-Registrants of Previously Notified Substances  

ID: 1193  

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1193] 私は新しく指名された OR であり、前の総代理人の義務を引き受ける予定である。

今後はどうなるのか？ 

 

指令 67/548/EEC の下における非共同体製造者が、REACH 規則の下における自分たちの義

務を引き受ける総代理人を変更することを決めている場合にこの状況が発生する。その

OR が以前の総代理人と同じではない場合、登録番号に対する自分たちの請求を裏付ける

ための証拠(契約書/書簡)が REACH-IT において提供されるべきである。この証拠は、必要

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
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な場合、将来の確認のために加盟国所管当局に利用可能とされる。 

 

OR は自分が代表している個々の非共同体製造者にために同一の届出に対して REACH-IT

にサインアップして、適切なアカウントを使用して、NONS に対する請求を提出しなくて

はならない。「届出請求モジュール」においてその届出の詳細を示したら、直ぐに、以下

のことを行う： 

> REACH 規則の下における OR になるための非共同体製造者の承認及び承諾を自分が有し

ており、その登録番号を請求する権利を持っていることを宣言する(関連するボックス

をクリックする)。 

> 届出された物質に対して自分が OR として代表する非共同体製造者を指定する。 

> 以下の文書を添付する： 

1. 自分が REACH 規則の下でのその届出された物質に対する OR になる権利を持って

いることを宣言する非共同体製造者からの個々の書簡/契約書。その書簡は PDF フ

ォーマットで共同体の言語の一つで記載されるべきである。 

2. 以前の総代理人からの、自分がもはや総代理人として活動せず、その届出された物

質に対しての REACH 規則の下での OR としての自分の義務をあなたに移管するこ

とに同意していることを宣言する書簡/契約書。その書簡は PDF フォーマットで共

同体の言語の一つで記載されるべきである。 

 

指定されたすべての情報が正しくて、その届出におけるものと一致する場合、 

 

提出番号と自分が代表する非共同体製造者毎の参照番号を REACH-IT 経由で直ちに受理す

る。 

 

あなたはその届出が自分の関連する加盟国所管当局により IUCLID 6 書式に移行してもら

うことを請求できる。以下の URL で自分の問い合わせ先を見つけることができる： 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities. 

 

その指定された情報がその届出におけるそれと一致しない場合、ECHA はあなたにいかな

る登録番号も割り当てることができない。 

 

その状況を解決するためには自分の関連する所管当局に問合わせすることが推奨される

(http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities). 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
http://echa.europa.eu/web/guest/contacts-of-the-member-state-competent-authorities
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(原文) 

[1194] I notified as a Sole Representative AND as a Domestic Manufacturer AND/OR Importer 

under Directive 67/548/EEC, what are the next steps? 

 

Once you have indicated the notification specifics in the ‘Claim notification module':  

 

You must first sign-up in REACH-IT for each type of claimant you are (role) for the notified 

substance in question under Directive 67/548/EEC and submit a claim for NONS using the 

appropriate REACH-IT account.  

 

In addition, as a former Sole Representative you have to sign-up in REACH-IT for each non-

Community manufacturer you represent and submit a claim for NONS using the appropriate 

accounts.  

 

You should then first request your registration number as a domestic Manufacturer AND/OR 

Importer (see Q&A 683).  

 

Then you should request your registration number as a Sole Representative (see the process 

described before). 

Modified Date: 20/06/2016  

Topic: REACH  

Scope: NONS-Registrants of Previously Notified Substances  

ID: 1194  

Version: 1.0 

(仮訳) 

[1194] 指令 67/548/EEC の下での総代理人として及び国内製造者として及び/又は輸入者と

して届出した。その次に何を行うのか？ 

 

「届出請求モジュール」においてその届出の詳細を示したら、直ぐに、以下のことを行う

こと： 

 

あなたは自分が指令 67/548/EEC の下で当該届出物質に対する役割を果たしている個々のタ

イプの権利保持者に対して、REACH-IT に最初にサインアップして、適切な REACH-IT ア

カウントを使用して NONS に対する請求を提出しなくてはならない。 

 

更に、以前の総代理人として、自分が代表する個々の非共同体製造者に対して REACH-IT

https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/683
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にサインアップして、適切なアカウントを使用して NONS に対する請求を提出しなくては

ならない。 

 

次に、国内製造者及び/又は輸入者として最初に登録番号を請求するべきである(Q&A 683

を参照のこと)。 

 

その次に、総代理人として自分の登録番号を請求するべきである(以前、記述したプロセス

を参照のこと)。 

 

 

 

 

 

 

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 

https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/683
https://echa.europa.eu/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/683
http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/

