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はじめに 

⚫ このサービスのご利用時間は、毎日 8 時～20 時となっております。20 時～翌日 8 時の間は一切ご利用できませんの

でご注意ください。 

⚫ このサービスのご利用期間は、①ストレスチェック実施期間は 31日間、②ストレスチェック結果・面接指導対象者確認

期間は実施締切日後より 60 日間、①と②をあわせて 91 日間です。91 日間を過ぎると一切ご利用できなくなりますの

でご注意ください。 

⚫ ストレスチェック用メールアドレスの登録がある方（ストレスチェック実務担当者が事前に登録します）には、各種お知ら

せメールが自動配信されますので、no-reply@tmsnavi-lite.jp からのメールが受信できるよう事前に設定をお願い

いたします。受信設定いただいた場合でも、環境により迷惑メールフォルダに振り分けられる場合がございますので、

ご注意ください。 

⚫ 各画面イメージは実際の画面と異なる場合があります。 

⚫ 本操作手順書の内容は、予告なく変更する場合があります。 

 

本サービスの推奨環境（2022年 3月現在の推奨環境） 

【パソコン】 

Windowsをご利用の方 

・Google Chrome 最新版 

・Microsoft Edge 最新版 

Macintosh をご利用の方 

・Safari 最新版 

 

※機種依存文字・環境依存文字をご使用いただいた場合、文字化け（記号や数字の羅列で表示）などの問題が発生する

可能性があります。ご注意ください。 

※パソコンの環境や操作によっては、一部の機能が動作しない場合があります。 

※上記環境範囲内であっても、ブラウザの文字サイズ設定やブラウザと OSの組み合わせによっては、表示の不具合 

や各種機能がご利用になれない場合があります。 

※上記内容は、予告なく変更させていただく場合があります。 

 

 

【スマートフォン／タブレット】 

Android 端末をご利用の方 

・Android7.0以上 

iPhone  iPad をご利用の方 

・iOS12以上 

 

※上記の環境範囲内であっても、機種や端末の設定などにより、一部の機能が正常にご利用いただけない場合がありま

す。 

※標準ブラウザ（スマートフォンに初期搭載されているブラウザ）以外では、ご利用いただけない場合があります 。 
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ストレスチェックの流れ 

 

「ストレスチェック受検のお願い」メールの受信 

もしくは 

ストレスチェック実務担当者から URL・ログイン ID・パスワードのご連絡 

 P.4 

▼   

ログイン  P.5 

▼   

登録情報の確認  P.6 

▼   

パスワードの変更  P.7 

▼   

ストレスチェック回答  P.8 

▼   

結果表示・印刷  P.10 

▼   

セルフケア PDFの表示  P.11 

▼   

高ストレス判定と面接指導申出窓口情報の表示  P.12 

▼   

面接指導対象者か否かの確認  P.13 

▼   

ログアウト  P.14 

 

その他の情報 

⚫ 督促メール （P.15） 

⚫ ストレスチェック実施後の再ログイン （P.15） 

⚫ パスワードをお忘れの場合 （P.15） 

⚫ お問い合わせ先 （P.15） 

⚫ よくあるご質問 （P.16） 
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「ストレスチェック受検のお願い」メールの受信 もしくは 

ストレスチェック実務担当者から URL・ログイン ID・パスワードのご連絡 

 

⚫ ストレスチェック用メールアドレスの登録がある方（ストレスチェック実務担当者が事前に登録します）には、ストレスチェ

ック開始日に「ストレスチェック受検のお願い」メールが送信されますので、メールに記載の URLにアクセスしてくださ

い。 

⚫ メールアドレスの登録がない方は、ストレスチェック実務担当者から事前にストレスチェックサービスの URL・ログイン

ID・初期パスワードのご案内がありますので、PC・タブレット・スマートフォンなどで当該 URLにアクセスしてください。 

 
「ストレスチェック受検のお願い」メール 
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ログイン 

 

⚫ 従業員番号（ログイン ID）と初期パスワードを入力し、［ログイン］ボタンを押してください。 

 
ログイン画面 
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登録情報の確認 

 

⚫ ログイン後、登録情報が表示されますので確認してください。 

⚫ 登録情報が正しい場合は、［パスワードの変更］ボタンを押してください。 

⚫ 間違いがある場合は、回答せずにストレスチェック実務担当者に連絡してください。 

 
登録情報の確認画面 
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パスワードの変更 

 

⚫ 新しいパスワードを 2回入力し、［変更］ボタンを押してください。 

⚫ （～2023年 2月 15 日）パスワードは 8文字以上、英数字混合が必須です。 

⚫ （2023年 2月 17日～）英大文字・英小文字・数字・記号の 4種類混合、かつ、10文字以上で入力してください。 

⚫ パスワードは忘れないように必ず控えておいてください。（ストレスチェック実施期間終了後、面接指導対象者か否か

の確認のため、再度ログインしていただく場合がありますので、忘れないよう十分にご注意ください。） 

 
2023年 2月 15日（水）以前のパスワード変更画面 

 
 

 

2023年 2月 17日（金）以降のパスワード変更画面 
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ストレスチェック回答 

 

⚫ はじめに性別を選択してください。 

⚫ 次に、Q1から Q17 まで回答してください。 

 
ストレスチェック回答画面 

 
 

⚫ Q1から Q17 まで回答が済んだら、［次へ］を押し STEP 2へ進んでください。 

 

 
 

⚫ Q18から Q46 までを回答し、［次へ］を押し STEP 3 へ進んでください。 

⚫ Q47から Q55 までを回答し、［次へ］を押し STEP 4 へ進んでください。 

  

該当する性別を押す 

該当する回答を押す 
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⚫ Q56から Q57 までを回答し、［結果を見る］を押してください。 
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結果表示・印刷 

 

⚫ ストレスチェックの結果が表示されますので、内容を確認してください。 

⚫ 確認後、画面下の［印刷する］ボタンを押し、必ず印刷・保管するようお願いいたします。スマートフォンで回答した方

は、結果画面の保存をお願いします。（ストレスチェック実施締切日より 60日間を過ぎるとログインできなくなります。） 

⚫ ストレスチェックの再実施はできません。 

 
ストレスチェック結果画面 

 
 
［印刷する］ボタン 
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セルフケア PDF の表示 

 

⚫ ［セルフケアのためのアドバイス（PDF）］ボタンを押し、セルフケアアドバイスをご一読ください。 

 
［セルフケアのためのアドバイス（PDF）］ボタン 

 
 
セルフケアアドバイス 
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高ストレス判定と面接指導申出窓口情報の表示 

 

⚫ ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された場合には、高ストレス者に該当する旨の表示と面接指導の［申し出窓

口の表示］ボタンが表示されます。 

⚫ ［申し出窓口の表示］ボタンを押すと、面接指導申し出窓口情報が表示されます。 

 
高ストレス判定表示と［申し出窓口の表示］ボタン 

 
 
申し出窓口情報 
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面接指導対象者か否かの確認 

 

⚫ ストレスチェック実施期間終了後、ストレスチェック実施者による面接指導対象者の選定が行われます。 

⚫ あなたが面接指導対象者か否かは、別途書面・電話・メール・本システムいずれかの方法で通知されます。 

⚫ ストレスチェック実務担当者より、面接指導対象者か否かの確認を本システムに再度ログインして行うように指示を受け

ましたら（または指示された日時となりましたら）、ご自身で必ずご確認ください。確認方法は以下のとおりです。 

⚫ 本システムに再度ログインしてください。 

⚫ 面接指導対象者の場合、「あなたは医師による面接指導の対象者です。」の表示と「面接指導勧奨メッセージ」の表示

がされます。（ストレスチェック用メールアドレスの登録がある方（ストレスチェック実務担当者が事前に登録します）に

は、あわせて「面接指導勧奨」メールでも通知がなされます。） 

⚫ 面接指導対象者でない場合、「あなたは医師による面接指導の対象者ではありません。」の表示のみがされます。 

 
面接指導対象者の場合の表示 

 
 
「面接指導勧奨」メール 
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ログアウト 

 

⚫ 終了後は画面下または右上の［ログアウト］ボタンを押し、必ずログアウトしてください。 

⚫ 特に共用パソコンをお使いの場合、ログアウトを忘れますと、他の方にあなたの回答結果を見られてしまう恐れがあ

りますので、十分ご注意ください。 

 
［ログアウト］ボタン 
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督促メール 

⚫ ストレスチェック未実施の方を対象に、ストレスチェック実務担当者から督促メールが送信される場合があります。 

 
「督促」メール 

 
 

ストレスチェック実施後の再ログイン 

⚫ ストレスチェック実施後に再度ログインをすると、ただちに結果画面が表示されます。なお、ストレスチェックの再実施は

できません。 

⚫ ストレスチェック実施者による面接指導対象者の選定完了後に再度ログインすると、面接指導対象者の場合、「あなた

は医師による面接指導の対象者です。」との表示と「面接指導勧奨メッセージ」が表示されます。面接指導対象者でな

い場合、「あなたは医師による面接指導の対象者ではありません。」との表示がされます。 

 

パスワードをお忘れの場合 

⚫ ストレスチェック実施期間中にパスワードをお忘れの場合、お勤め先のストレスチェック実務担当者までお申し出くださ

い。初期パスワード（社員番号）にリセットいたします。その際、回答内容もリセットされますので、再度ストレスチェックの

回答をお願いいたします。 

⚫ ストレスチェック実施締切日後にパスワードをお忘れで、ストレスチェックの結果や面接指導対象者か否かの確認をさ

れたい場合は、ストレスチェック実施者または実施事務従事者にお問い合わせください。ストレスチェック実務担当者に

てパスワードリセットを行いますと、回答結果が全て削除されストレスチェックの結果や面接指導対象者か否かの確認

ができなくなりますのでご注意ください。 

 

お問い合わせ先 

⚫ ストレスチェックに関するお問い合わせは、お勤め先のストレスチェック実務担当者までお願いいたします。 
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よくあるご質問 

パスワードお忘れに関するご質問 

Ｑ Ａ 

（ストレスチェック期間中）パスワード忘

れてログインできません。 

お勤め先のストレスチェック実務担当者までお申し出ください。初期パスワ

ード（社員番号）にリセットいたします。その際、回答内容もリセットされます

ので、再度ストレスチェックの回答をお願いいたします。 

（ストレスチェック実施締切日後）パス

ワード忘れてログインできず、ストレス

チェックの結果・面接指導対象者の確

認ができません。 

お勤め先のストレスチェック実施者または実施事務従事者にお問い合わ

せください。 

ストレスチェック実務担当者にてパスワードリセットを行いますと、回答結果

が全て削除されストレスチェックの結果や面接指導対象者か否かの確認

ができなくなりますのでご注意ください。 

違う従業員にてログイン、ストレスチェ

ックを実施してしまった。 

お勤め先のストレスチェック実務担当者までお申し出ください。パスワード

リセットにて回答データ削除とパスワード初期化ができますのでご安心くだ

さい。 

ストレスチェック URL に関するご質問 

Ｑ Ａ 

ＵＲＬにアクセスできません。 恐れ入りますが、下記の点ご確認ください。 

1.ＵＲＬにお間違いがないか今一度ご確認ください。 

2.本サービスのシステム推奨環境は下記の通りです。（2022年 3月現在

の推奨環境） 
【パソコン】 

Windowsをご利用の方 

・Google Chrome 最新版 

・Microsoft Edge 最新版 

Macintosh をご利用の方 

・Safari 最新版 

 

※機種依存文字・環境依存文字をご使用いただいた場合、文字化け（記

号や数字の羅列で表示）などの問題が発生する可能性があります。ご注

意ください。 

※パソコンの環境や操作によっては、一部の機能が動作しない場合があ

ります 

※上記環境範囲内であっても、ブラウザの文字サイズ設定やブラウザと

OSの組み合わせによっては、表示の不具合や各種機能がご利用にな

れない場合があります 

※上記内容は、予告なく変更させていただく場合があります 

 

【スマートフォン/タブレット】 

Android端末をご利用の方 

・Android7.0 以上 

iPhone  iPad をご利用の方 

・iOS12以上 

 

※上記の環境範囲内であっても、機種や端末の設定などにより、一部の

機能が正常にご利用いただけない場合があります 

※標準ブラウザ（スマートフォンに初期搭載されているブラウザ）以外で

は、ご利用いただけない場合があります  
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ＵＲＬにアクセスはできたがログインで

きません。 

恐れ入りますが、下記の点ご確認ください。 

1.一度ログイン後はパスワードを変更されておりますので、初期パスワード

はご利用いただけません。ご自身にて設定されましたパスワードをご使用

ください。 

2.システムのご利用時間は 8：00～20：00 までとなっております。左記時間

外はご利用いただけません。 

その他のご質問 

Ｑ Ａ 

実施は 1 回のみですか。 はい。1回のみです。 

ストレスチェック実施中に中断した場

合、再度実施できますか。 

途中で中断した場合、再度実施いただけます。お手数ですが途中保存は

出来ませんので、再度ログインしていただき始めから実施してください。 

スマートフォン・タブレットで実施でき

ますか。 

はい。実施いただけます。 

ただし、フィーチャーフォン（ガラケー）は対応しておりません。 

 


