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REACH 規則の改訂 Q&A No.4 (2015 年 10月) 

                                                             2016年 2 月 25日 

 

Unique ID                         項   目                                      頁 
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改訂 Q&A (Version 1.1) 
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Inquiry 

(原文) 

[432] I submitted my inquiry dossier to ECHA. What happens next? 

 

Once you have submitted your inquiry dossier to ECHA, REACH-IT will execute a series of 

automatic verifications after which we will manually assess your dossier. The assessment can lead to 

two different outcomes: 

 1. If we are able to process your inquiry dossier, you will receive a communication via REACH-IT 

providing you with an inquiry number as well as details of available (robust) study summaries, as 

appropriate. You will also receive a link to the Co-Registrants Page in REACH-IT, which will 

contain the contact details of the registrants and successful inquirers of the same substance. 

 2. If we are not able to process your inquiry dossier, due to missing and/or inconsistent substance 

identification information, you will receive a communication via REACH-IT detailing the changes 

that you need to make to your inquiry dossier. In this case, you will need to submit a new inquiry 

dossier. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[432] ECHAへ問合わせの一式文書を提出した。次にどうなるのか？ 

 

ECHA へ問合わせの一式文書を提出したら直ぐに、REACH-IT が一連の自動検証を実行 

する、その後、我々が手作業であなたの一式文書を評価する。 

その評価は以下の２つの異なる結果になる可能性がある： 

１．我々があなたの問合わせ一式文書を処理できる場合、あなたは、適宜、利用可能な 

(ローバスト) 調査要約書の詳細と共に、REACH-IT を経由して、問合わせ番号を提供する 

連絡を受理する。あなたは REACH-IT における共同登録者へのリンクも受理する、それは

同じ物質の登録者及び成功した問合わせ者の連絡先詳細を含む。 

２．欠落した及び/又は矛盾した物質同定情報によって、我々があなたの問合わせ一式文書

を処理できない場合、あなたは、REACH-IT を経由して、あなたの問合わせ一式文書に 

対して行なう必要がある変更を詳細に説明した連絡を受理する。この場合、あなたは新し

い問合わせ一式文書を提出する必要がある。 
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(原文) 

[433] ECHA was not able to process my first inquiry due to missing and/or inconsistent information. 

Do I have to state the submission number of my previous inquiry in my new inquiry dossier? 

 

No. You do not have to state the previous submission number(s) in your new inquiry. However, we 

recommend stating the previous submission number(s) in the ‘dossier submission remark’ field of 

the dossier header. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[433] ECHAは欠落した及び/又は矛盾した情報のために私の最初の問合わせを処理できな

かった。私は新しい問合わせの一式文書において自分の以前の問合わせの提出番号を述べ 

なくてはならないか？ 

 

否、そうではない。あなたは新しい問合わせにおいて以前の提出番号をのべる必要は 

ない。しかしながら、我々はその一式文書の表題の一式文書提出の備考欄領域において 

以前の提出番号を述べることを推奨する。 

 

 

(原文) 

[434] Does the analytical data included in an inquiry dossier have to be generated on the 

manufactured or imported substance? 

 

In principle, the analytical data included in an inquiry or a registration dossier must reflect the 

substance as manufactured or imported. Hence, if you are an EU manufacturer, you must submit 

analytical data generated from a sample that you have manufactured. If you import from outside the 

EU, you must submit analytical data generated from a sample manufactured by the non-EU 

manufacturer. 

 

We are aware that this can be problematic if you have to register your substance before taking up 

manufacture or import. For such cases we may accept submitting analytical data from another 

source. 

 

For these exceptional cases, you need to explain the following in your inquiry dossier: 
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  > Why the analytical data cannot be generated on the manufactured substance. 

  > Why the substance you intend to manufacture or import will be the same as the one used to 

generate the analytical data. For example, a statement that the manufacturing process and/or 

plant specification used to produce the analysed substance will mirror that for the inquired 

substance. 

 

You also need to provide the following information in your inquiry dossier: 

  > The source of the analysed substance i.e. manufacturing site name and address. 

  > A short description of the production process and the raw materials for both the inquired 

substance and the analysed substance. 

  > The foreseen manufacturing or import volume for the inquired substance. 

> A statement from the owner of the analytical data indicating that you have their permission to 

use their analytical data. 

 

You are required to update the substance identification information in the registration dossier within 

6 months after the submission to reflect the substance as manufactured or imported. If the 

registration is not updated, ECHA may initiate a targeted compliance check on substance identity. 

REACH   

Inquiry   

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[434] 問合わせ一式文書に含まれる分析データは、製造された又は輸入された物質に関して

作成されなくてはならないか？ 

 

原則的に、問合わせ又は登録一式文書に含まれる分析データは製造時又は輸入時の物質を

反映しなくてはならない。それ故、EU 製造者であれば自分が製造したサンプルから作成さ

れた分析データを提出しなくてはならない。EU 外から輸入する場合、その非 EU製造者に

よって製造されたサンプルから作成された分析データを提出しなくてはならない。 

 

製造又は輸入に着手する前に物質を登録しなくてはならない場合、これが問題となり得る

ことを我々は認識している。その様な場合に対しては、別の情報源からの分析データの 

提出を受理することもある。 

 

これらの例外的な場合に対して、自分の問合わせ一式文書において以下のことを説明する

必要がある： 
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 > 分析データが製造された物質について作成できない理由。 

 > 自分が製造又は輸入することを意図している物質が、分析データを作成するのに 

使用されたものと同じである理由。例えば、分析された物質を製造するのに使用 

された製造工程及び/又は工場仕様がその問合わせされている物質に対するものに 

酷似していることの陳述。 

 

自分の問合わせ一式文書において以下の情報を提供することも必要である： 

 > 分析された物質の入手源 即ち、製造所の名称と住所 

 > その製造工程の簡潔な記述及び問合わせされている物質と分析された物質の両方に 

対する原材料 

 > 問合わせされている物質に対する予測された製造又は輸入量 

 > その分析データを使用する許可を得ていることを示す分析データの所有者からの 

陳述 

 

製造時又は輸入時の物質を反映するために提出後、6 ヶ月以内にその登録一式文書に 

おけるその物質の同定情報を更新することが要求される。その登録が更新されない場合、 

ECHA は物質アイデンティティに関する的を絞った順守チェックを始めることもある。 

 

 

 (原文) 

[435] How does a Third Party Representative (TPR) function in the inquiry process? 

 

We display on the Co-Registrant page in REACH-IT the contact details of the third party 

representative (TPR) to registrants and successful inquirers. However, we communicate the result of 

the inquiry process to the inquirer and not to a designated TPR. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[435] 第三者の代理人(TPR)は問合わせ処理においてどのように機能するのか？ 

 

我々は REACH-IT における共同登録者ページに、登録者と成功した問合わせ者に対する 

第三者の代理人(TPR)の連絡先詳細を表示する。しかしながら、我々はその問合わせ 

処理の結果をその問合わせ者には連絡し、指名された TPR には連絡しない。 
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(原文) 

[436] My inquiry could not be processed by ECHA because of missing/inconsistent information.  

Is there a deadline for submitting a new inquiry dossier? 

 

No. There is no deadline for submitting a new inquiry dossier to ECHA. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[436] 欠落した/矛盾した情報のために、私の問合わせは ECHA によって処理できな 

かった。新しい問合わせ一式文書を提出するのに期限はあるのか？ 

 

それはない。新しい問合わせ一式文書を ECHAへ提出する期限は存在しない。 

 

 

(原文) 

[437] What is the timeframe for processing an inquiry dossier? 

 

The REACH Regulation does not impose any timeframe on ECHA for processing an inquiry dossier. 

Whilst the internal timeframe is 20 working days, we aim to provide the inquiry result as promptly 

as possible. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[437] 問合わせ一式文書を処理するための時間枠は？ 

 

REACH 規則は問合わせ一式文書を処理するためのいかなる時間枠も ECHAに課しては 

いない。内部の時間枠は 20就労日ではあるものの、我々は出来る限り迅速に問合わせの結

果を提供することを目指している。 
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(原文) 

[438] When will I receive the details of registrants and successful inquirers following submission of 

an inquiry? 

 

Once we have assessed your inquiry dossier and verified the substance identity, we will release the 

contact details of registrants and successful inquirers of the same substance. Those details will be 

displayed on the relevant Co-Registrants page in REACH-IT. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 12/10/2015 

(仮訳) 

[438] 問合わせの提出に続いて、登録者及び成功した問合わせ者の詳細を何時、受理するの

か？ 

 

我々があなたの問合わせを評価しその物質のアイデンティティを確認したら直ぐに、 

我々はその同じ物質の登録者及び成功した問合わせ者の連絡先詳細を公開する。 

これらの詳細情報は REACH-IT における関連する共同登録者ページに表示される。 

 

 

(原文) 

[441] I am a potential registrant of an intermediate. Where can I specify this fact in my inquiry 

dossier? 

 

Inquiry and registration of intermediates are regarded as two distinct processes. For this reason, it is 

not necessary to specify in your inquiry dossier the type of registration you plan to submit. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[441] 中間体の潜在的登録者であるが、自分の問合わせ一式文書のどこでこの事実を特定で

きるのか？ 

 

中間体の問合わせと登録は 2つの明確に区別できるプロセスとして見なされる。 

このために、あなたは自分の問合わせ一式文書において、提出を計画している登録の種類
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を特定する必要はない。 

 

 

(原文) 

[442] I am a potential registrant of an intermediate. Do I have to submit analytical data as part of my 

inquiry, even though it is not required for the registration? 

 

Yes. Irrespective of the type of registration, you have to submit analytical data as part of your inquiry. 

The analytical data has to be sufficient to allow ECHA to verify the identity of your substance. This 

is to enable ECHA to provide you with the contact details of registrants and successful inquirers of 

the same substance. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[442] 私は中間体の潜在的登録者である。たとえ登録に対して要求されていなくても、 

自分の問合わせの一部として分析データを提出しなくてはならないか？ 

 

そうである。登録の種類に関わりなく、あなたは自分の問合わせの一部として分析データ

を提出しなくてはならない。その分析データは ECHA があなたの物質のアイデンティティ 

を確認するのに十分なものでなくてはならない。これによって、ECHAはあなたに同じ物質

の登録者及び成功した問合わせ者の連絡先詳細を提供することができる。 

 

 

(原文) 

[443] I obtained an inquiry number for my substance, to which was assigned a list number and a list 

name. Where do I get the .i5z file for my substance to be used in my registration dossier? 

 

At the end of the Submission Report related to your inquiry dossier (in REACH-IT) there is a button 

that will allow you to download the i5z file to be used when preparing your registration dossier. You 

can find detailed instructions in the REACH-IT Industry User Manual – Part 11 (section 4.1) 

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

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[443] リスト番号とリスト名が割り当てられた自分の物質の問合わせ番号を私は入手 

した。自分の登録一式文書において使用されることになる自分の物質に対する the .i5z 

ファイルはどこで得るのか？ 

 

(REACH-IT において)あなたの問合わせ一式文書に関連する提出報告書の最後に、自分の登

録一式文書を作成する場合に使用されることになる the i5zファイルをダウンロードするこ

とができるボタンがある。以下の URLで入手できる、REACH-IT 産業用使用者マニュ 

アル － パート 11 (セクション 4.1)において詳細な使用説明が得られる： 

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

 

 

(原文) 

[444] Where can I find further information that would help me in preparing my inquiry dossier? 

 

When preparing your inquiry dossier, we recommend that you read the following documents: 

 > Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP: 

   http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

 > Q&A on Substance Identification: 

   http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

> Q&A on Inquiry: 

  http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

> Data Submission Manual - Part 2 (How to prepare and submit an inquiry dossier): 

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

 

> Data Submission Manual - Part 18 (How to report the substance identity in IUCLID 5 for 

registration under REACH): 

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

 

> REACH-IT Industry User Manual – Part 11 (Online dossier creation and submission for inquiries): 

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

REACH   

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
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Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[444] 問合わせ一式文書を作成する際に役に立つ詳細情報をどこで見つけられるか？ 

 

問合わせ一式文書を作成する場合、我々は以下の文書を読むことを推奨する： 

> REACH 及び CLP の下における物質の同定及び命名のためのガイダンス： 

   http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

> 物質同定に関する Q&A： 

 http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

> 問合わせに関する Q&A： 

 http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas 

 

> データ提出マニュアル － パート 2 (問合わせ一式文書を作成し提出するやり方）： 

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

 

> データ提出マニュアル － パート 18 (REACHの下での登録のための IUCLID 5 における 

物質アイデンティティを報告するやり方)： 

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

 

> REACH-IT 産業用使用者マニュアル － パート 11 (問合わせのためのオンライン一式 

文書の作成及び提出)： 

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

 

 

(原文) 

[445] How can I verify beforehand that my inquiry or registration dossier contains enough 

information to be processed by ECHA? 

 

Before submitting any dossier, we recommend that you use the “Technical Completeness Check 

(TCC) plug-in”, which will identify the fields of your dossier which deserve particular attention.  

You can download it via the IUCLID 5 website http://iuclid.echa.europa.eu/ 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/industry-user-manuals
http://iuclid.echa.europa.eu/
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The TCC plug-in supports the preparation of your IUCLID 5 dossier in two ways: 

 > It performs a check of most of the business rules applied to dossiers in REACH-IT. This enables 

the user to detect and correct failures before submitting the dossier to ECHA. For further 

information on the business rule check, please consult the Data Submission Manual - part 4 (How 

to Pass Business Rule Verification ("Enforce Rules")), available at: 

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

 

 > It performs a so-called “Substance Identity check”, identifying the IUCLID fields of an inquiry 

dossier that should be filled in or that need particular attention. It is advisable to use the TCC 

plug-in both for preparing the inquiry substance dataset and the final dossier. We strongly 

recommend addressing all the reported inconsistencies and shortcomings. Please note that the 

“Substance Identity check” will not assess whether the information submitted is adequate but only 

if all required fields are filled in. 

 

For further information on how to use the TCC plug-in, please refer to the “Validation Assistant 

(former Technical Completeness Check (TCC) plug-in) User Manual”, available at: 

http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public#usermanual 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[445] 自分の問合わせ又は登録一式文書が ECHAによって処理されるのに十分な情報を含

んでいることを事前にどのように確認することができるか？ 

 

何らかの一式文書を提出する前に、我々は「技術的順守チェック(TCC)プラグイン」を使用

することを推奨する。それは特別な注意が必要な一式文書の領域を特定する。IUCLID 5 の

website：http://iuclid.echa.europa.eu/ 経由でそれをダンロードすることができる。 

 

TCC プラグインは以下の 2つのやり方であなたの IUCLID 5 一式文書作成を支援する： 

> それは REACH-IT における一式文書に適用されるビジネス規則の大部分のチェックを 

実行する。これによってその使用者は ECHA に一式文書を提出する前に不具合を検出し 

修正することができる。本ビジネス規則チェックに関する詳細情報については、以下の

URLで入手できるデータ提出マニュアル－パート 4 (ビジネス規則検証 (執行規則) 

に合格するやり方)： 

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

http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public#usermanual
http://iuclid.echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-manuals
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> それは、記入すべき又は特別な注意が必要な問合わせ一式文書の IUCLID 領域を特定 

する、所謂、「物質同定チェック」を実行する。問合わせの物質データセット及び最終 

一式文書を作成するための両方に対して TCC プラグインを使用することがすることが 

賢明である。我々はすべての報告された矛盾及び不足に取り組むことを強く推奨する。 

「物質アイデンティティチェック」は、提出された情報が適切かどうかは評価せず、 

すべての要求される領域が記入されているかどうかだけを評価することに注意して 

頂きたい。 

TCC プラグインを使用するやり方に関する詳細情報については、以下の URLで入手 

できる検証補佐(前の技術的順守チェック(TCC)プラグイン)使用者マニュアルを参照して 

頂きたい： 

http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public#usermanual 

 

 

(原文) 

[447] Does ECHA disclose or publish the information submitted in an inquiry dossier? 

 

ECHA will not publish any substance identity information submitted as part of an inquiry. 

 

ECHA uses the information submitted for the purposes of inquiry solely to determine whether the 

same substance has been previously registered or inquired about. We make available the contact 

details and list of information requirements only within the relevant Co-Registrants page in 

REACH-IT. The EC/list name, EC/list number and/or EC/list description is the only substance 

identity information disclosed to registrants and successful inquirers of the same substance. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[447] 問合わせ一式文書で提出された情報を ECHAは開示又は公表するのか？ 

 

ECHA は問合わせの一部として提出された物質アイデンティティ情報を公表しない。 

 

ECHA は問合わせの目的のために提出された情報を、同じ物質が以前、登録されたか又は問

合わせされたかどうかを確定するだけのために使用する。 

我々は REACH-IT における関連する共同登録者ページ内だけで、その連絡先詳細及び情報

http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public#usermanual
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要求事項のリストを利用可能とする。EC/リスト名称、EC/リスト番号及び/又は EC/リスト

の記述は、同じ物質の登録者及び成功した問合わせ者だけに開示される物質アイデン 

ティティ情報である。 

 

 

(原文) 

[448] Do I have to wait for the result of my inquiry before submitting my registration? 

 

Yes. Before submitting your registration, you need to wait until you have received a communication 

from ECHA which includes the inquiry number. We will also provide you with the link to the 

relevant Co-Registrants page in REACH-IT, where you will find the details of registrants and 

successful inquirers of the same substance. This will support you in complying with your obligations 

to share data and submit a joint registration. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[448] 自分の登録を提出する前に自分の問合わせの結果を待たなくてはならないのか？ 

 

そうである。自分の登録を提出する前に、ECHAから問い合わせ番号を含む連絡を受理する

まで待つ必要がある。我々は REACH-IT における関連する共同登録者ページへのリンクも

提供する。そこであなたは同じ物質の登録者及び成功した問合わせ者の詳細を見つけるこ

とができる。これがデータを共有し共同登録を提出する義務の順守の助けとなる。 

 

 

(原文) 

[449] I need to update my registration as a result of a tonnage band increase. Do I need to submit an 

inquiry? 

 

Yes, but only if you need additional information to update your registration. 

REACH 

Inquiry 

Version 1.1 

Latest update 13/10/2015 
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(仮訳) 

[449] トン数帯の増加の結果として私は自分の登録を更新する必要がある。 

問い合わせを提出する必要があるのか？ 

 

そうである。しかし自分の登録を更新するために追加情報を必要とする場合だけで 

ある。 

 

 

(原文) 

[455] Can I begin vertebrate testing before I receive the result of my inquiry? 

 

No. REACH requires that new testing of a substance involving vertebrate animals can only be 

carried out as a last resort. Therefore, you need to wait until you have received the communication 

from ECHA, which states your inquiry number together with the list of the requested (robust) study 

summaries available to ECHA. This will then allow you to determine which further studies may 

need to be conducted. 

 

For chemicals manufactured or imported in a quantity of 100 tonnes or more, you are not allowed to 

conduct any vertebrate testing for the information requirements specified in Annexes IX and X of the 

REACH Regulation. Instead, you must submit a testing proposal in your registration dossier. We will 

then evaluate whether the testing proposal is adequate before such a test is performed. 

REACH 

Inquiry 

Version 1.1 

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[455] 自分の問い合わせの結果を受理する前に脊椎動物試験を開始できるか？ 

 

否、そうではない。REACH は、脊椎動物に関わる物質の新しい試験は最後の手段と 

してだけしか実施できないことを要求している。それ故、ECHA に利用可能な要求されて 

いる(ローバスト) 調査要約書のリストと一緒にあなたの問い合わせ番号が書いてある、 

ECHA からの連絡を受理するまであなたは待つ必要がある。これによってどの追加調査 

が実施される必要があることもあるかを決定することができる。 

 

100トン以上の量で製造又は輸入された化学品に対しては、REACH規則の附属書Ⅸ及びⅩ

において規定されている情報要件のためのいかなる脊椎動物試験も実施することが許され 
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ない。その代わりに、あなたは自分の登録一式文書において試験の提案を提出しなくては

ならない。 

その次に我々は試験が実施される前にその試験の提案が適切かどうか評価する。 

 

 

(原文) 

[465] Why are the contact details of a company that notified a substance under the previous 

legislation (Directive 67/548/EEC) not shown in the Co-Registrants Page? 

 

The contact details of the companies which did not claim a registration number for a substance 

notified under the previous legislation are not available in REACH-IT and therefore cannot be 

displayed. We send registered mails to those companies that did not claim their registration number. 

This is to inform them that there is an inquirer for a substance they have notified. 

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[465] 以前の法令(指令 67/548/EEC)の下に物質を届出した会社の連絡先詳細は、何故、 

共同登録者のページで公開されていないのか？ 

 

以前の法令の下に届出された物質に対して登録番号を要求しなかった会社の連絡先詳細は

REACH-IT において利用可能ではない、それ故、それを表示することができない。 

我々はその登録番号を要求しなかった会社に書留郵便を送付している。これはかれらが 

届出した物質に対しての問合わせ者が存在することを知らせるためである。 

 

 

(原文) 

[467] In the Co-Registrants Page, is the Third Party Representative (TPR) or the Only 

Representative (OR) specific to the inquiry/registration dossier? 

 

Yes. The Third Party Representative (TPR) or the Only Representative (OR) displayed in the 

Co-Registrants Page is specific to the inquiry/ registration dossier. Consequently, if the same TPR 

has been nominated in several inquiry or registration dossiers, the same contact details (of the TPR) 

are displayed multiple times. 

This also applies for several non-EU manufacturers: the OR is listed as many times as they have 
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submitted an inquiry/registration for a specific substance. 

 

For further information, please consult the annex of REACH-IT Industry User Manual – Part 18 

available at: 

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

REACH   

Inquiry 

Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[467] 共同登録者のページにおいて、第三者の代理人(TPR)又は唯一の代理人(OR)はその問

合わせ/登録一式文書に限定されたものか？ 

 

そうである。共同登録者のページにおける第三者の代理人(TPR)又は唯一の代理人(OR)はそ

の問合わせ/登録一式文書に限定されたものである。 

その結果、幾つかの問合わせ又は登録一式文書において同じTPRが指名されている場合、(そ

の TPRの)同じ連絡先詳細が、複数回、表示される。 

 

このことはいくつかの非 EU製造者に対してもあてはまる：特定の物質に対して問合わせ/

登録を提出する度に何回でも、ORはリストされる。 

 

詳細情報については、以下の URLで入手できる REACH-IT 産業用使用者マニュアルの 

附属書－パート 18を参考にしてください： 

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

 

 

(原文) 

[469] How can I view the “history” of my inquiry in REACH-IT? 

 

You can only view successful inquiries (with an inquiry number) in REACH-IT. Similarly, you can 

only view the inquiry number for your last successful inquiry (no “history” is displayed). 

 

As a registrant, you will also see your last successful inquiry, which either refers to the initial inquiry 

or to one submitted in order to get additional information. 

REACH   

Inquiry 

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
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Version 1.1  

Latest update 13/10/2015 

(仮訳) 

[469] REACH-IT における自分の問合わせの履歴をどのようにして閲覧できるのか？ 

 

REACH-IT において(問合わせ番号を持つ)成功した問合わせだけを見ることができる。 

同様に、自分の最後の成功した問合わせに対する問合わせ番号だけを見ることができる 

(履歴は表示されない)。 

 

登録者として、あなたは自分の最後の成功した問合わせも見ることができて、それは追加

情報を得るために最初の問合わせ又は提出されたもののどちらかを参照している。 

 

 

 

 

 

 

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/
http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas
http://echa.europa.eu/

