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証拠 

番号 
標  目 備考 

1 
南ア、オーストラリア、中国及びスペイン産電解二酸化マンガンに対する

不当廉売関税の課税を求める申請書 
公開版有 

2 
南ア、オーストラリア、中国及びスペイン産電解二酸化マンガンに対する

不当廉売関税の課税を求める申請書に係る証拠書類 
公開版有 

3 デルタ（豪）供給者質問状回答書 公開版有 

4 セガサ供給者質問状回答書 公開版有 

5 紅星大龍及び紅星進出口供給者質問状回答書 公開版有 

6 広州住友商事有限公司供給者質問状回答書 公開版有 

7 【企業名】供給者質問状回答書 公開版有 

8 中信大锰矿业有限责任公司供給者質問状回答書 公開版有 

9 デルタ（南ア）供給者質問状回答書 公開版有 

10 
FDK及び FDKエナジー株式会社輸入者質問状回答書（追加質問状回答

書を含む。） 
公開版有 

11 住友商事株式会社輸入者質問状回答書（追加質問状回答書を含む。） 公開版有 

12 蝶理株式会社輸入者質問状回答書（追加質問状回答書を含む。） 公開版有 

13 
日立マクセル株式会社輸入者質問状回答書（追加質問状回答書を含

む。） 
公開版有 

14 松下電器産業株式会社輸入者質問状回答書 公開版有 

15 
ユミコアジャパン株式会社輸入者質問状回答書（追加質問状回答書を含

む。） 
公開版有 

16 【企業名】輸入者質問状回答書 公開版有 
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証拠 

番号 
標  目 備考 

17 【企業名】輸入者質問状回答書 公開版有 

18 本城金属株式会社輸入者質問状回答書 公開版有 

19 善貿易株式会社輸入者質問状回答書 公開版有 

20 松下電池工業株式会社輸入者質問状回答書 公開版有 

21 三洋エナジー鳥取株式会社輸入者質問状回答書 公開版有 

22 【企業名】輸入者質問状回答書 公開版有 

23 東ソー日向及び東ソー株式会社本邦生産者質問状回答書 公開版有 

24 三井金属鉱業株式会社本邦生産者質問状回答書 公開版有 

25 FDK及び FDKエナジー株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

26 三洋エナジー鳥取株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

27 日立マクセル株式会社使用者質問状回答書  公開版有 

28 【企業名】使用者質問状回答書      公開版有 

29 松下電池工業株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

30 アステラス製薬株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

31 【企業名】使用者質問状回答書 公開版有 

32 JFEマグパウダー株式会社使用者質問状回答書 公開版有 
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証拠 

番号 
標  目 備考 

33 東芝電池株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

34 小池産業株式会社使用者質問状回答書（回答補足書類を含む。） 公開版有 

35 小西安株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

36 三洋電機株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

37 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー使用者質問状回答書 公開版有 

38 JFE フェライト株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

39 ソーダニッカ株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

40 第一カーボン株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

41 株式会社田中化学研究所使用者質問状回答書 公開版有 

42 中央電気工業株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

43 中国興業株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

44 ＴＤＫ株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

45 同和エフテック株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

46 トミタ電機株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

47 日本ガイシ株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

48 日本化学産業株式会社使用者質問状回答書 公開版有 
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証拠 

番号 
標  目 備考 

49 日本重化学工業株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

50 日立金属株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

51 株式会社日立リビングサプライ使用者質問状回答書 公開版有 

52 富士フイルムイメージング株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

53 三菱電機株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

54 ユアサＭ＆Ｂ株式会社使用者質問状回答書 公開版有 

55 
広州住友商事有限公司 8月 22日付質問状への回答が不十分であった利

害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

56 
住友商事株式会社 8月 22日付質問状への回答が不十分であった利害関

係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

57 
日立マクセル株式会社 8月 22日付質問状への回答が不十分であった利

害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

58 
【企業名】9月 10日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等に

対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

59 
ユミコアジャパン株式会社 9月 10日付質問状への回答が不十分であった

利害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

60 
東ソー日向及び東ソー株式会社 9月 10日付質問状への回答が不十分で

あった利害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

61 
三井金属鉱業株式会社 9月 10日付質問状への回答が不十分であった利

害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

62 
デルタ（豪）9月 27日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等

に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

63 
セガサ 9月 27日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等に対

する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

64 
紅星大龍及び紅星進出口 9月 27日付質問状への回答が不十分であった

利害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 
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証拠 

番号 
標  目 備考 

65 
デルタ（南ア）9月 27日付質問状への回答が不十分であった利害関係者

等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

66 
松下電器産業株式会社 9月 27日付質問状への回答が不十分であった利

害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

67 
デルタ（豪）10月 11日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等

に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

68 
セガサ 10月 11日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等に

対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

69 
紅星大龍及び紅星進出口 10月 11日付質問状への回答が不十分であっ

た利害関係者等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

70 
デルタ（南ア）10月 11日付質問状への回答が不十分であった利害関係者

等に対する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

71 
セガサ 11月 5日付質問状への回答が不十分であった利害関係者等に対

する更なる情報提供依頼に対する回答書 
公開版有 

72 

紅星大龍の中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売につ

いて市場経済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する質問状

回答書 

公開版有 

73 

紅星大龍の中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売につ

いて市場経済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する追加質

問状回答書 

公開版有 

74 日立マクセル株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

75 住友商事株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

76 【企業名】要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

77 広州住友商事有限公司要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

78 ユミコアジャパン株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

79 FDK及び FDKエナジー株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

80 三井金属鉱業株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 
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番号 
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81 蝶理株式会社要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

82 デルタ（豪）要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

83 デルタ（南ア）要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

84 紅星大龍及び紅星進出口要約できない理由（回答書関係） 公開版有 

85 秘密扱い申請文書（質問状回答書関係） 申請 32者 

86 質問状の回答期限の延長申請関連 申請 16者 

87 セガサ自発的に提出した証拠 公開版有 

88 東ソー日向及び東ソー株式会社自発的に提出した証拠 公開版有 

89 FDK及び FDKエナジー株式会社自発的に提出した証拠 公開版有 

90 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー自発的に提出した証拠 公開版有 

91 日立マクセル株式会社自発的に提出した証拠 公開版有 

92 秘密扱い申請文書（自発的に提出された証拠関係） 申請 7者 

93 
日立マクセル株式会社要約できない理由（自発的に証拠提出された証拠

関係） 
公開版有 

94 現地調査提出書類(日本語訳を含む。） 
現地調査実施 9者 

一部公開版有 

95 現地調査報告書関連 
現地調査実施 9者 

公開版有 

96 デルタ（豪）要約できない理由（現地調査提出資料） 公開版有 
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番号 
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97 デルタ（南ア）要約できない理由（現地調査提出資料） 公開版有 

98 紅星大龍及び紅星進出口要約できない理由（現地調査提出資料） 公開版有 

99 三井金属鉱業株式会社要約できない理由（現地調査提出資料） 公開版有 

100 秘密扱い申請文書（現地調査提出資料） 申請 9者 

101 秘密扱い申請文書（現地調査報告書関係） 申請 9者 

102 デルタ（豪）重要事実に対する反論・反証 公開版有 

103 セガサ重要事実に対する反論・反証 公開版有 

104 紅星大龍重要事実に対する反論・反証 公開版有 

105 デルタ（南ア）重要事実に対する反論・反証 公開版有 

106 蝶理株式会社重要事実に対する反論・反証 公開版有 

107 日立マクセル株式会社重要事実に対する反論・反証 公開版有 

108 ユミコアジャパン株式会社重要事実に対する反論・反証 公開版有 

109 東ソー日向及び東ソー株式会社重要事実に対する反論・反証 公開版有 

110 秘密扱い申請文書（重要事実に対する反論・反証） 申請 9者 

111 日立マクセル株式会社要約できない理由（重要事実に対する反論・反証） 公開版有 

112 青島紅星化工ホームページ（重要事実脚注 56関連） 公開版有 
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番号 
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113 青島紅星化工ホームページ（重要事実脚注 59関連） 公開版有 

114 紅星発展ホームページ（重要事実脚注 59、67関連） 公開版有 

115 
中華人民共和国国家発展改革委員会ホームページ（重要事実脚注 69関

連） 
公開版有 

116 厚生労働省毎月勤労統計調査（重要事実脚注 182関連） 公開版有 

117 
促进产业结构调整暂行规定及び产业结构调整指导目录（国发[2005]40

号） 
公開版有 

118 デルタ（南ア）代替国選定に関する意見書 公開版有 

119 デルタ（豪）代替国選定に関する意見書 公開版有 

120 蝶理株式会社代替国選定に関する意見書 公開版有 

121 デルタ（豪）代替国選定に関する当局見解に対する意見書 公開版有 

122 デルタ（南ア）代替国選定に関する当局見解に対する意見書 公開版有 

123 調査開始の利害関係者への通知（4月 27日発出） 
調査当局作成 

送付先 63者 

124 利害関係者等への質問状（6月 5日、8月 6日発出） 
調査当局作成 

送付先 98者 

125 

質問状への回答が不十分であった利害関係者等に対する更なる情報提

供依頼（8月 22日、23、9月 10日、9月 27日、10月 11日、11月 5日発

出） 

調査当局作成 

送付先 24者 

126 質問状への回答がなかった利害関係者等に対する督促（7月 5日発出） 
調査当局作成 

送付先 52者 

127 調査対象貨物の輸入者に対する追加質問状 
調査当局作成 

送付先 5者 

128 
中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売について市場経

済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する質問状 

調査当局作成 

送付先 34者 
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129 
中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売について市場経

済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する追加質問状 

調査当局作成 

送付先１者 

130 
電解二酸化マンガンの不当廉売輸入調査における非市場経済の代替国

としての生産者及び輸出者に対する質問状 

調査当局作成 

送付先 4者 

131 現地調査前の受入確認等調整関連 
調査当局作成 

現地調査実施 9者 

132 現地調査通知・アウトライン・調査項目 
調査当局作成 

送付先 9者 

133 現地調査報告書確認依頼関連 
調査当局作成 

送付先 9者 

134 調査期間延長通知文書 
調査当局作成 

送付先 59者 

135 輸入者に対する追加質問状の回答期限延長申請 申請１者 

136 

中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売について市場経

済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する追加質問状の回答

期限の延長申請 

申請１者 

137 
ファクツ・アヴェイラブルの適用に至った理由並びに採用した情報及び適

用した手法の通知（6月 9日発出） 

調査当局作成 

送付先 30者 

138 質問状の回答期限の延長通知 
調査当局作成 

送付先 16者 

139 輸入者に対する追加質問状の回答期限延長通知 
調査当局作成 

申請１者 

140 

中華人民共和国における調査対象貨物の生産及び販売について市場経

済の条件が浸透している事実の有無の調査に関する追加質問状の回答

期限の延長通知 

調査当局作成 

申請１者 

141 
電解二酸化マンガンの不当廉売輸入調査における非市場経済の代替国

としての生産者及び輸出者に対する質問状への協力しない旨の回答 
提出１者 

142 現地調査受入同意文書 現地調査実施 9者 

143 証拠の閲覧文書 申請 7者 

144 利害関係者から代理人への委任状 提出 7者 
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145 デルタ（豪）約束の申出提出関連 公開版有 

146 セガサ約束の申出提出関連 公開版有 

147 紅星進出口約束の申出提出関連 公開版有 

148 広州住友商事有限公司約束の申出提出関連 公開版有 

149 デルタ（南ア）約束の申出提出関連 公開版有 

150 約束拒否通知 
調査当局作成 

送付先 5者 

151 約束に対する申請者からの意見 公開版有 

152 約束の申出拒否に対する意見等 提出 5者 

153 その他調査当局が証拠等の分析等に使用した書類 調査当局作成 

 

※回答書には添付書類を含む。 

※【 】書きについては、秘密部分のため要約を記載 

※備考欄：証拠と共に公開版が提出され又は秘密扱いの申請がない場合に「公開版有」と記載 


