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Dr．コンタクトシステムからご案内メールをお送りします。
メール受信制限をされている場合は、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

過去にストレスチェックを受検をしたことがある方で、以前と同じメールアドレスを使用する

場合は、改めてサインアップ、メールアドレス・パスワードの登録を行う必要はありません。

Dr．コンタクトシステムより発信するメールアドレスについて

その他お問い合わせについては、企業担当者又は下記までご連絡ください。

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

ストレスチェック受検前に
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ストレスチェック受検開始日に下記のメールが配信されます。

タイトル：
「【ストレスチェック】受検開始のご案内」

●●（本名）様
（企業名）

ストレスチェック受検の準備が整いました。
以下のURLからログインし、ストレスチェックを受検してくだ
さい。
受検しない方もログインし、「受検を辞退する」を選択してく
ださい。

https://contactsystem.jp/login

システムからのメール配信
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受検用(ログイン)URL https://contactsystem.jp/login

登録しているメールアドレス、
パスワード（半角英数8文字以上）を入力してログインしてください。
※ログイン後の受験開始画面は次ページへ

パスワードを忘れた方・メールアドレスが不明な方は、こちらをクリック
してください。
※「パスワードを忘れた方」は６～９ページを、
「メールアドレスが不明な場合」は１０～１１ページを、
ご参照ください。

※メールアドレスの変更は、ログイン後に実施可能です。
（１２～１５ページ参照）

従業員画面（ログイン画面）
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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。

従業員画面（受検メニュー画面）
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従業員画面 ①

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。

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。（１3ページへ。）

①

② ③
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従業員画面 ④

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

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。

①

②
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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。

①

②
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従業員画面（非受検者ページ）

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。



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。

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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■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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■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。

17



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

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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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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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
----------------------------------------

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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■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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