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AltPaper ストレスチェックキット 利用約款 

本利用約款（以下「本約款」といいます。）には、株式会社情報基盤開発

（以下「当社」といいます。）の提供する「AltPaper ストレスチェックキット」を使

用したサービスのご利用にあたり、利用者の皆様に遵守していただかなけれ

ばならない事項及び当社と利用者の皆様との間の権利義務関係が定められ

ております。「AltPaper ストレスチェックキット」を使用したサービスのご利用に

あたり、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。 

 

第 1条  適 用 

1. 本約款は、本サービス（第 2 条に定義）の利用に関する当社と利用者

（第 2 条に定義）との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者

と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 

2. 当社が当社ウェブサイト（第 2 条に定義）上で随時掲載する本サービス

に関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。 

3. 本サービスは、別途本ストレスチェックキット（第 2 条に定義）を購入し、

本約款に同意した利用者に限り、利用することができるものとします。当

社は、利用者が本ストレスチェックキットを購入した時点で、本約款に同

意したものとみなし、本約款の諸規定に従った本サービスの利用にかか

る契約（以下「利用契約」といいます。）が利用者と当社の間に成立しま

す。 

4. 利用者は、受検者（第 2条に定義）に本約款を遵守させるものとし、受検

者の行為を利用者の行為とみなして一切の責任を負うものとします。 

第 2条  定 義 

本約款において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するも

のとします。 

(1) 「ウェブサービス」とは、当社が当社ウェブサイトにおいて提供する、スト

レスチェックのWEB回答及びレポート閲覧サービスを意味します。 

(2) 「受検者」とはストレスチェックにおける回答者を意味します。 

(3) 「ストレスチェック」とは、質問に答えてもらい、回答結果をもとにそのスト

レス状況を把握する質問調査を意味します。 

(4) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権そ

の他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき

登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。 

(5) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「altpaper.net」である当社が運営

するウェブサイト（理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又

は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）

を意味します。 

(6) 「登録情報」とは、第 9条において定義された「登録情報」を意味しま

す。 

(7) 「本サービス」とは、当社が提供するAltPaperストレスチェックキットという

名称のストレスチェック支援のサービス（理由の如何を問わずサービス

の名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みま

す。）を意味します。 

(8) 「本ストレスチェックキット」とは、当社が提供する AltPaperストレスチェッ

クキットという名称の、ストレスチェック支援を行うために必要なストレスチ

ェックシート、ストレスチェックキット集計依頼書等の資料一式（理由の如

何を問わずキットの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の

キットを含みます。）を意味します。  

(9) 「利用契約」とは、第1条第3項に定義される「利用契約」を意味します。 

(10) 「利用者」とは、自己又は第三者をして本サービスを購入した個人又は

法人を意味します。 

第 3条  本ストレスチェックキット及び本サービスの利用 

利用者は、本約款に従って、当社の定める方法に従い、本ストレスチェック

キット及び本サービスを利用することができます。 

第 4条  ストレスチェックシート等の返送 

1. 利用者は、ストレスチェックシート、ストレスチェックキット集計依頼書その

他当社が指定する資料（以下「返送対象資料」という。）について自ら記

入し、又は受検者に記入させた上で、本ストレスチェックキットごとに定め

られた期間内に、利用者の責任において返送するものとし、又は、受検

者をしてこれをさせるものとします。 

2. 利用者は、利用者が購入した本ストレスチェックキットのタイプに従って、

当社が指定する専用の返送封筒に返送対象資料を同封の上で返送す

るものとします。利用者が購入したタイプが「個別回収タイプ」である場合、

当社は、受検者ごとの、ストレスチェックの回答結果の郵送を受け付けま

すが、利用者が購入したタイプが「まとめて回収タイプ」の場合、利用者

において、受検者のストレスチェックの回答をまとめた上で、一括して、

当社宛てに回答結果を郵送しなければなりません。 

3. 第 1 項に定める期間経過後に当社に到達した返送対象資料及び当社

が指定する専用の返送封筒に同封されていない返送対象資料は、その

後の結果の集計等の対象には含まれないものとし、当社は、当該ストレ

スチェックシートについて返送する義務を負わず、また、これにより利用

者及び受検者に発生した損害について一切責任を負わないものとしま

す。 

4. 当社は、返送対象資料以外の郵送物及び当社が指定する専用の返送

封筒に同封されていない返送対象資料は受け付けておらず、これらの

郵送物については、利用者が所有権を放棄したものとみなし、当社の裁

量により、破棄することができるものとします。但し、当社が特に必要と認

めた場合に限り、利用者の費用において、当該郵送物を返送することが

あります。  

第 5条  結果の集計等 

1. 当社は、返送対象資料の受領後本ストレスチェックキットごとに定められ

た期間内に結果を集計の上、そのレポートを利用者に送付するものとし

ます。但し、返送対象資料の不備等利用者の責めに帰すべき事由があ

る場合、その他やむを得ない事由がある場合には、これに遅れたとして

も、当社は遅滞の責任を負わないものとします。 

2. ストレスチェックシートに汚損がある場合、当社が別途指定した記入方法

が遵守されていない場合には、当該ストレスチェックシートの結果を正確

に読み取ることができず、この場合、当該ストレスチェックシートについて

は、結果の集計等の対象とはならないものとします。利用者及び受検者

が記入又は入力した回答結果に読み取り違いがあった場合、当社は当

該レポートの再発行を行わないものとします。 

3. 利用者は、レポートの郵送は配達業者によって行われるものであり、そ

の郵送中に生じた紛失、盗難、損害、破損、個人情報の漏洩等の事故

については、当社に一切の責任がないことを予め承諾するものとします。

但し、これらの事故があった場合であっても、当社はその裁量により、再

度レポートを送付することがあります。  

4. 当社の責めに帰すべき事由により、レポートに誤記、誤謬その他の誤り

がある場合、利用者がレポートを受領した後2週間以内に当社にその旨

の連絡が当社に到達した場合に限り、当社は、レポートの再納品等の適

切な措置を講じるものとします。但し、当社は、当該レポートの誤りに起

因して利用者及び受検者に発生した損害について一切責任を負わな

いものとします。 

第 6条  業務の委託等 

1. 当社は、自己の裁量に基づき、本サービスに関する業務の全部又は一

部を他の第三者に再委託することができるものとします。 

2. 当社は、前項に基づく再委託に必要な範囲において、利用者の承諾な

く、利用契約の締結の事実、その内容その他再委託を行うために必要

な利用者の情報について、第三者に開示できるものとします。 

第 7条  返品等 

1. 当社は、当社の責めに帰すべき理由により、本ストレスチェックキットに
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破損又は数量に不足があった場合、当社の負担において、代替の本ス

トレスチェックキットを送付するものとし、これができない場合には、その

破損又は不足分の対価を返金するものとします。 

2.  利用者は、利用者が購入した本ストレスチェックキットが、受検者数に

足りない場合においても、購入した本ストレスチェックキットについて、返

金の請求をすることはできません。但し、利用者は、別途当社が定める

料金を支払うことにより、追加で、本ストレスチェックキットを購入すること

ができるものとします。 

3. 利用者は、本約款に別段の定めがある場合を除き、購入した本ストレス

チェックキットを返品することはできません。 

第 8条  注意事項 

1. 利用者は、ストレスチェックの実施主体は利用者であること、及び本サー

ビスはストレスチェックの結果の集計、データの入力、レポートの作成を

内容とするサービスであり、ストレスチェックの結果に基づく受検者に対

する面接指導、就業上の措置及び職場改善指導等のストレスチェックの

結果の集計、データの入力及びレポートの作成以外の一切の内容は本

サービスに含まれないことに予め同意するものとします。 

2. 利用者は、当社が、ストレスチェック及びその進め方に関する質問や問

い合わせへの回答を行わないことに予め同意するものとします。 

第 9条  ウェブサービスの利用 

1. 利用者及び受検者は、本ストレスチェックキットを購入時に、ウェブサー

ビスを利用できる付加サービスを併せて購入した場合には、当社が別途

定める期間に限り、ウェブサービスを利用し、ストレスチェックの WEB 回

答及びレポートの閲覧をすることができるものとします。当社は、利用者

によるウェブサービスを通じたレポートの閲覧をもって、第 5 条のレポー

トの郵送があったものとみなすことができるものとします。 

2. 利用者は、当社が定める手続に従い登録を行うことにより、ウェブサービ

スを利用することができるものとします。ウェブサービスの利用を希望す

る利用者は、当社の定める一定の情報（以下「登録情報」といいます。）

を当社の定める方法で当社に提供するものとします。 

3． 利用者は、当社が定める手続に従い登録を行うことにより、自社の受検

者にウェブサービスを利用させることができるものとします。 

4． ウェブサービスは、登録された利用者及び受検者に限り、利用すること

ができるものとします。 

5. 利用者は、受検者の登録の管理を自らの責任で行うものとし、受検者の

休職、退職その他の理由により、受検者が本サービスを利用しない状態

となった場合には、速やかに当社が定める手続に従って、当該受検者

の登録を取り消すものとします。 

6. 利用者は、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方

法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提

出するものとします。 

第 10条  パスワード及びユーザーIDの管理 

1. 利用者は、自己の責任において、パスワード及びユーザーID を管理及

び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変

更、売買等をしてはならないものとします。 

2. パスワード又はユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使

用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負

いません。 

3. 利用者は、パスワード又はユーザーID が盗まれたり、第三者に使用さ

れていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとと

もに、当社からの指示に従うものとします。 

第 11条  ウェブサービスの停止等 

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知す

ることなく、ウェブサービスの利用の全部又は一部を停止又は中断する

ことができるものとします。 

(1) ウェブサービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を

定期的又は緊急に行う場合 

(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 

(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力によりウェブサービスの運営がで

きなくなった場合 

(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、当社の都合により、ウェブサービスの提供を終了することができ

ます。この場合、当社は利用者に事前に通知するものとします。 

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者及び受検者

に生じた損害について一切の責任を負いません。 

第 12条  設備の負担等 

1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェア

その他の機器、通信回線その他の利用環境等の準備及び維持は、利

用者の費用と責任において行うものとします。 

2. 利用者は、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情

報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じる

ものとします。 

3. 当社は、利用者及び受検者が入力したデータその他の情報を運営上一

定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負う

ものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。

なお、当社はかかる情報の削除に基づき利用者及び受検者に生じた損

害について一切の責任を負いません。 

4. 利用者は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、

当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア、レ

ポートその他の資料等を利用者又は受検者のコンピューター等にインス

トールする場合には、利用者及び受検者が保有する情報の消滅若しく

は改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものと

し、当社は利用者及び受検者に発生したかかる損害について一切責任

を負わないものとします。 

第 13条  禁止行為 

1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当

する行為をしてはなりません。 

(1) 当社、又は他の利用者、受検者その他の第三者の知的財産権、肖像

権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行

為（かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。） 

(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為 

(3) 法令（労働安全衛生法を含みますが、これに限られません。）又は当社

若しくは利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為 

(4) 本ストレスチェックキットを複製等する行為 

(5) ストレスチェック以外の目的で本サービスを利用する行為 

(6) 類似サービスを提供する目的で、本サービスを利用する行為 

(7) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含

む情報を送信する行為 

(8) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為 

(9) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータをウェブサービスを通じ

て送信する行為 

(10) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

(11) その他、当社が不適切と判断する行為 

2. 当社は、本サービスにおける利用者の行為が前項各号のいずれかに該

当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、利用者に

事前に通知することなく、当該利用者について本サービスの利用を一時

的に停止し、又は利用契約を解除すことができるものとします。当社は、

本項に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について

一切の責任を負いません。 
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第 14条  権利帰属 

当社ウェブサイト、本ストレスチェックキット及び本サービスに関する所有権

及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属

しており、利用契約に基づく本サービスの利用は、当社ウェブサイト、本ストレ

スチェックキット又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾し

ている者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者

は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の

知的財産権を侵害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバ

ースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。）をしないものと

します。 

第 15条  情報の取扱い 

1. 利用者が本サービスを利用することにより当社が取得する個人情報の

取扱いは、別途当社が定めるプライバシーポリシーによるものとします。

利用者は、本サービスを利用するにあたり、当該プライバシーポリシー

に従って当社が個人情報を取扱うことについて同意するものとし、かつ

受検者をしてこれに同意させるものとします。  

2.  当社は、本サービスを介して当社が取得した情報を、本サービスの改

良、市場分析、研究開発、その他の当社の業務に必要な範囲で閲覧、

利用することができるものとし、利用者は予めこれに同意し、かつ受検者

をしてこれに同意させるものとします。 

第 16条  情報の保存 

当社は、ストレスチェックシートの原票を返送致しません。また、当社は、ス

トレスチェックシートの原票、その他利用者及び受検者に関する情報の保存

義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとし

ます。なお、当社はかかる情報の削除に基づき利用者及び受検者に生じた

損害について一切の責任を負いません。 

第 17条  解除等 

1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、

事前に通知又は催告することなく、当該利用者について本サービス及

び/又はウェブサービスの利用を一時的に停止し、又は利用契約を解除

することができます。 

(1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 

(3) 当社、他の利用者、受検者、その他の第三者に損害を生じさせるおそ

れのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした

場合 

(4) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 

(5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続

開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続

の開始の申立てがあった場合 

(6) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処

分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類す

る措置を受けたとき 

(7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 

(8) 租税公課の滞納処分を受けた場合 

(9) 取締役、監査役、受検者その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問

その他のアドバイザーが反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団

体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。）で

あること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営

若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの

交流若しくは関与を行っていることが判明した場合 

(10) その他、当社が利用者としての本サービスの利用を適当でないと判断

した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害に

ついて一切の責任を負わず、本ストレスチェックキットの代金についても

返金しないものとします。 

3. 本条に基づき利用契約が解除された場合、利用者は、当社の指示に基

づき、当社から提供を受けた本サービスに関連するストレスチェックシー

ト、その他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。 

第 18条  保証の否認及び免責 

1. 当社は、本ストレスチェックキットの提供を行うに過ぎず、ストレスチェック

の実施は利用者の責任において行われるものであり、当社はストレスチ

ェックの結果について一切の責任を負いません。 

2.  当社は、本サービスの内容 （本ストレスチェックキットの内容を含みま

す。）その他の本サービスに関連する情報について、特定の目的への

適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しま

せん。また、当社は、本サービスを利用することによる職場改善の整備

及び改善につき何ら保証を行うものではありません。 

3. 利用者が当社以外の第三者から、本ストレスチェックキットを購入した場

合、当該第三者との間の売買契約につき、当社は一切の責任を負いま

せん。 

4. 利用者が当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本

ストレスチェックキット、本サービスの他の利用者その他の事項に関する

何らかの情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款にお

いて規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありませ

ん。 

5. 利用者又は受検者の記入したデータその他の情報の誤りに起因して、

利用者又は受検者に損害が生じた場合でも、当社は当該損害について

一切の責任を負いません。 

6. 当社は、郵送中に生じた紛失、盗難、損害、破損、個人情報の漏洩等の

事故について、一切の責任を負いません。 

7. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令（労

働安全衛生法を含みますが、これに限られません。以下本項において

同じ。）、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用

に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用

が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること

を何ら保証するものではありません。 

8. 本サービス、本ストレスチェックキット又は当社ウェブサイトに関連して利

用者と他の利用者、受検者その他の第三者との間において生じた取引、

連絡、紛争等については、利用者の責任において処理及び解決するも

のとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。 

9. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又

は変更、利用者及び受検者の入力データ又は登録情報の削除又は消

失､利用者及び受検者の登録の取消、その他本サービスに関連して利

用者及び受検者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないも

のとします。 

10. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトか

ら当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社

ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何

なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。 

11. 当社は、本サービスに関連して利用者及び受検者が被った損害につい

て、一切賠償の責任を負いません。法令の適用その他の理由により当

社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償

責任は、利用者が購入した本ストレスチェックキットの代金を上限としま

す。 

12. 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、本ストレスチェックキッ

トの代金につき、利用契約の解除、利用者が本サービスを利用しなかっ

たこと、その他いかなる理由に基づいても返金しないものとします。 

第 19条  利用者の賠償等の責任 

1. 利用者は、本約款に違反することにより、又は本サービスの利用に関連

して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければ

なりません。 
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2. 利用者が、本サービスに関連して他の利用者、受検者その他の第三者

からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直

ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において

当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及

び結果を当社に報告するものとします。 

3. 利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用者、受検

者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受

けた場合は、利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を

余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。 

第 20条  不可抗力 

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況（火事、停電、ハ

ッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、

ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又

は内外法令の制定若しくは改廃を含みますが、これらに限定されません。）

により利用契約上の義務（支払期限にある金銭債務は除きます。）の履行が

遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を

負わないものとします。 

第 21条  秘密保持 

1. 本約款において「秘密情報」とは、 利用契約又は本サービスに関連し

て、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しく

は開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、

その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提

供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知とな

っていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又

は知得した後、利用者の責めに帰せざる事由により刊行物その他により

公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持

義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることな

く単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認

されたものについては、秘密情報から除外するものとします。 

2. 利用者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するととも

に、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開

示又は漏洩しないものとします。 

3. 第 2 項の定めに拘わらず、利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命

令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、

当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知

しなければなりません。 

4. 利用者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場

合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理に

ついては第 2項に準じて厳重に行うものとします。 

5. 利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指

示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他

の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりま

せん。 

第 22条  有効期間 

本サービスの有効期間は、利用者が本ストレスチェックキットを購入したと

きから、当社がレポートを郵送した時点までとします。但し、ウェブサービスの

有効期間は、第 9条第 1項に基づき、当社が別途定める期間とします。 

第 23条  本約款等の変更 

1. 本サービスは、当社の裁量により随時改良又は変更される場合があるも

のとし、利用者はかかる改良及び変更に一切の異議を申し立てないも

のとします。かかる改良又は変更により利用者に発生した損害について、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

2. 当社は、本約款（当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルー

ル、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。）を変更できるものと

します。当社は、本約款を変更した場合には、利用者に当該変更内容

を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利

用した場合又は当社の定める期間内に利用契約解除の手続をとらなか

った場合には、利用者は、本約款の変更に同意したものとみなします。 

第 24条  お問い合わせ 

本サービスに関するご意見、ご質問、苦情のお申出その他のお問い合わ

せは、別途本ストレスチェックキット内で指定する窓口までお願い致します。

但し、受付時間は、平日 10 時から 17 時までとさせていただきます。また、夏

季休業中及び年末年始は除かせていただきます。これらの時間帯及び休業

期間中のお問い合わせについては、翌営業日に対応いたします。 

第 25条  連絡/通知 

本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は

通知、及び本約款の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡

又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

第 26条  本約款の譲渡等 

1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は

本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、

担保設定、その他の処分をすることはできません。 

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業

譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに

利用者の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡する

ことができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同

意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲

渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むも

のとします。 

第 27条  完全合意 

本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意

を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当社と利

用者との事前の合意、表明及び了解に優先します。 

第 28条  分離可能性 

本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令

等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規

定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続し

て完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条

項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該

無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に

同等の効果を確保できるように努めるものとします。 

第 29条  存続規定 

第 1条第 4項、第 4条第 3項及び第 4項、第 5条第 1項、第 3項及び第

4項、第 7条第 2項及び第 3項、第 8条、第 10条第 2項、第 11条第 3項、

第 12条、第 13条第 2項、第 14条から第 16条まで、第 17条第 2項及び第

3項、第 18条から第 21条まで、第 23条第 1項、並びに第 26条から第 30

条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第

21条については、利用契約終了後 5年間に限り存続するものとします。 

第 30条  準拠法及び管轄裁判所 

本約款の準拠法は日本法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争

については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 31条  協議解決 

当社及び利用者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義

が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決

を図るものとします。 

【平成 27年 9月 30日制定】 

 


