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従業員画面（システムからの招待メール配信）

医療法人社団 平成医会

下記の2通のメールが配信されます。※システムの環境により2通のメールの順番が変わることがあります。

タイトル：
「[ストレスチェック・DMST・ライフ＆ワークリサーチ] サインアップ（登録）のお願い」

タイトル：
「[ストレスチェック・DMST・ライフ＆ワークリサーチ] サインアップ（登録）の
お願い（ワンタイムパスワード）」

●●(本名)様
（企業名）

ストレスチェック・DMST・ライフ＆ワークリサーチを受検いただくために、サインアップ（登録）をお願いします。
以下のURLにアクセスし、会社ID（CPCD番号）と別メールでお送りする
ワンタイムパスワードを利用して行ってください。
なお、本メールはサインアップ（登録）が完了するまで保存してください。

会社ID（CPCD番号）：××××××
https://contactsystem.jp/signup

本メールは未登録の方にお送りしています。
本メールと行き違いで、すでにご登録済の際は何卒ご容赦ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
医療法人社団 平成医会
Dr.コンタクトシステム
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dear ●●(Your name)
（Company name）

To use the Dr.Contact System, I would like you to do sign-up (registration).
We would like you to go to the following URL and use the company ID (CPCD number) and one-time password which is sent by another
mail.
Then, we would like you to keep this email until sing-up (registration ) is completed.

Company ID（CPCD number）：××××××
https://contactsystem.jp/signup

This e-mail is sent to people who have not registered yet.
If your already registered when missing this e-mail, I would like you to accept our apology.

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Medical Corporation Heisei ikai
Dr. Contact system
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

●●(本名)様
（企業名）

ワンタイムパスワードをお知らせします。
別メールでお送りしたURLにアクセスし、サインアップ（登録）を行ってください。
なお、本メールはサインアップ（登録）が完了するまで保存してください。

ワンタイムパスワード：××××××

本メールは未登録の方にお送りしています。
本メールと行き違いで、すでにご登録済の際は何卒ご容赦ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
医療法人社団 平成医会
Dr.コンタクトシステム
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Dear ●●(Your name)
（Company name）

We will inform you one-time password. 
I would like you to go to the URL in another mail and complete sign-up (registration).
Then, we would like you to keep this email until sing-up (registration ) is completed.

One-time password：××××××

This e-mail is sent to people who have not registered yet.
If your already registered when missing this e-mail, I would like you to accept our apology.

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Medical Corporation Heisei ikai
Dr. Contact system
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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医療法人社団 平成医会

従業員画面（登録する前に）

ご注意
入力ミスを防ぐために下記の文字は使用しておりません。

ドメイン指定などのメール受信制限をされている場合、下記ドメインからのメールが
受信できるように設定をお願いします。

ドメイン名 ： @contactsystem.jp

ワンタイムパスワードについて

メールアドレスについて

ストレスチェック相談窓口 ： ０３－３８６８－０１０６

受付時間 ： 9：30～17：30 （土日祝日・当会指定休業日を除く）
ストレスチェック専用メールアドレス ： support@contactsystem.jp

その他 登録時のお問い合わせについては、下記までご連絡ください。

⚫ アルファベット小文字 c k l o p s u v w x y z
⚫ アルファベット大文字 C K I O P S U V W X Y Z
⚫ 数 字 0    1    2
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①言語は「日本語」が表示されています。
※言語は日本語/英語が選択できますが、一度選択されると変更が出来ま

せん。

②配信されたメールに記載されている
・企業ID（CPCD＋８桁の数字）
・ワンタイムパスワード
とあわせて、以下を入力し、

・自分の従業員番号
・生年月日
サインアップをクリックします。

③「マニュアル・FAQ（よくある質問）」を
クリックすると、マニュアル・FAQのページへ
リンクします。

従業員画面（必要情報の入力）

医療法人社団 平成医会

推奨ブラウザのご案内
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従業員画面（メールアドレス入力）

医療法人社団 平成医会

メールアドレスを
入力します。

「承諾」を
クリックします。

登録したメールアドレスに
メールが届きます。
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左記のメールが届きます。
赤枠内のURLをクリックし、
アクセスします。

※注意
このURLの有効時間は
24時間です。

従業員画面（利用登録確認メールの受信）

医療法人社団 平成医会

●●(本名)様
（企業名）

利用申請を受け付けました。
以下のURLをクリックし、サインアップ（登録）を完了してください。

https://contactsystem.jp/activate/××××××
注意：このURLの有効時間は24時間です。
有効期限切れの時は、恐れ入りますが、あらためて
サインアップ（登録）画面〈https://contactsystem.jp/signup〉から
登録をお願いします。

なお、このメールに覚えのない場合は、システムサポートセンター
（support@contactsystem.jp)にご連絡ください。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
医療法人社団 平成医会
Dr.コンタクトシステム
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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従業員画面（パスワードの設定）

医療法人社団 平成医会

登録したメールアドレスと
パスワードを入力します。
「ログイン」をクリックします。

任意のログイン用パスワード
（半角英数8文字以上）を入力します。
パスワード確認欄にも入力し、
「登録」をクリックします。
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従業員画面（受検の開始）

医療法人社団 平成医会

本年度受検可能な検査項目が
表示されます。

受検後の結果が
表示されます。

「ストレスチェック」を
クリックします。

過去にストレスチェックを複数回受検していた場合、
経年比較の結果が表示されます。
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従業員画面 ①

医療法人社団 平成医会

①

②

①よくお読みください。

②「次へ」をクリックします。

「次へ」を
クリックします。
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従業員画面 ②

①よくお読みください。

②「次へ」をクリックします。

医療法人社団 平成医会

①

②
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従業員画面 ③

①よくお読みください。

②受検画面へ進む場合、
「受検する」をクリックします。

③受検しない場合、
「受検を辞退する」をクリック
します。（１6ページへ。）

医療法人社団 平成医会

①

② ③
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従業員画面 ④

医療法人社団 平成医会

①よくお読みください。

②推奨ブラウザのご案内です。

③「開始」をクリックします。

①

②

③
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従業員画面 ⑤

医療法人社団 平成医会

①受検者本人の「氏名」が表記されて
いるか確認します。

②生年月日を入力してください。
（プルダウン表示）

③「承諾してテストを開始する」を
クリックします。

○○ ○○

②

③

①
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従業員画面 ⑥

①質問が始まります。
それぞれの質問へ回答します。
（選択肢のボタンをクリックし、進みます。）

すべて答え終わったら、
②「次へ」をクリックします。

医療法人社団 平成医会

①

②
14



従業員画面 ⑦

①よくお読みください。

②「TOPへ」をクリック
します。TOP画面へ進み、
ログアウトします。

医療法人社団 平成医会

①

②
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従業員画面（非受検者ページ）

医療法人社団 平成医会

こちらをクリックし、
ログアウトします。

受検を辞退された方がこのボタンを押すと
ストレスチェックの受検が可能になります。
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パスワードが不明の場合は、Dr ．コンタクトシステムから、パスワードをリセット（再設定）する
ためのURLを、登録されたメールアドレスに送信します。

パスワードを忘れた場合①

メールアドレスを
入力します。

「送信」をクリック
します。
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タイトル：
「パスワードリセット及び紙受検からWEB受検へ変更の方へ」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
医療法人社団 平成医会
Dr.コンタクトシステム
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

○○○○様

医療法人社団平成医会 Dr.コンタクトシステムよりご連絡いたし
ます。

下記のリンクをクリックし、パスワードを設定してください。
https://contactsystem.jp/password_resets/・・・

なお、このメールに覚えの無い場合は、システムサポートセン
ター (support@contactsystem.jp) にご連絡ください。

Dr．コンタクトシステムより下記メールが配信されます。

医療法人社団 平成医会

パスワードを忘れた場合②

メールに記載のURL
をクリックします。
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医療法人社団 平成医会

■パスワードのリセット（再設定）画面

パスワードを忘れた場合③

新しいパスワードを
設定してください。
（半角英数8文字以上）

「リセット」（再設定）
をクリックします。
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医療法人社団 平成医会

■リセット（再設定）後のログイン画面

パスワードを忘れた場合④

新しいパスワードで
ログインができます。
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医療法人社団 平成医会

過去にストレスチェック受検時に使用した(登録した)メールアドレスが不明の場合は、Dr．コンタクトシステム
のログイン画面から、メールアドレスの照会依頼をしてください。現在ご登録中のメールアドレスを翌営業日
中にご連絡します。

②

③

④

⑤

①

・下記①～⑥を入力します。
①企業名
②従業員氏名
③従業員番号
④生年月日（プルダウン表示）
⑤連絡先メールアドレス
⑥日中連絡が取れる電話番号

・「送信」をクリックし、問合せが完了
します。（翌営業日中にご連絡します。）

⑥

■ご不明な点がある場合、下記のいずれか
の方法でご連絡ください。

①ストレスチェック専用メールアドレス
（support@contactsystem.jp）まで、
件名を「メールアドレス照会依頼」
として送信してください。

②ストレスチェック専用ダイヤル
（03-3868-0106）までご連絡ください。

メールアドレスが不明な場合①
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タイトル：
「【ストレスチェック・DMST・ライフ＆ワークリサーチ】

ご登録されているメールアドレスのご連絡」

Dr．コンタクトシステムより下記メールが配信されます。

企業名
従業員氏名 様

医療法人社団平成医会 Dr.コンタクトシステムよりご連絡い
たします。
お問合せいただきましたDr.コンンタクトシステムにご登録さ
れているメールアドレスは
×××＠〇〇〇〇です。
下記のURLよりログインして下さい。

https://contactsystem.jp/login

医療法人社団 平成医会

メールアドレスが不明な場合②

メールに記載のURLをクリックし、
ログインします。
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医療法人社団 平成医会

登録済みのメールアドレスの変更をご希望の場合は、Dr.コンタクトシステムにログイン後の画面から、ご自身で
メールアドレスの変更ができます。

■ログイン後のメニュー画面

②

③

① ・下記①～③を入力します。
①新しいメールアドレス
②新しいメールアドレス（確認用）

③現在のログインパスワード

・「内容確認」をクリックし、
進みます。

■メールアドレス変更画面

メールアドレスの変更①
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医療法人社団 平成医会

①よくお読みください。
②新しく登録するメールアドレスを確認します。
③「送信」をクリックします。
④確認メール送信のご案内が表示されます。

■メールアドレス変更 内容確認画面

①

②

③

④

■ご不明な点がある場合、下記のいずれかの方法で
ご連絡ください。

①ストレスチェック専用メールアドレス
（support@contactsystem.jp）まで、
件名を「メールアドレス照会依頼」として
送信してください。

②ストレスチェック専用ダイヤル
（03-3868-0106）までご連絡ください。

メールアドレスの変更②
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タイトル：
「メールアドレス変更の確認」

Dr．コンタクトシステムより下記メールが配信されます。

〇〇〇〇様
（企業名）

ご登録済みのメールアドレスを変更いたします。
以下のURLにアクセス頂くと、メールアドレス変更の手続きが完了となります。

https://contactsystem.jp/activate/………………

注意：このURLの有効時間は30分です。
有効期限切れの時は、恐れ入りますが、あらためて
メールアドレス変更画面（https://contactsystem.jp/top）から
登録をお願いします。

なお、このメールに覚えのない場合は、
システムサポートセンター (support@contactsystem.jp) にご連絡ください。
----------------------------------------
医療法人社団 平成医会
Dr.コンタクトシステム
----------------------------------------

医療法人社団 平成医会

メールアドレスの変更③

メールに記載のURLを
クリックします。
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医療法人社団 平成医会

■ログイン画面

メールアドレスの変更④

新しいメールアドレスでログイン
ができます。
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