
© 2022 WTW. All rights reserved. 

wtwco.com

<オンライン申込み: https://j-col.towerswatson.com / E メール：j-col.order@willistowerswatson.com>
【宛先： WTW タワーズワトソン株式会社 Work & Rewards Rewards Data Intelligence 世界生計費調査担当】 

次ページの｢世界生計費調査・世界ハードシップ調査ライセンス契約｣に同意し、下記レポートを申込みます。 

申込日：  年  月  日 

② 申込都市 （生計費調査は左側、ハードシップ調査は右側の□をチェックください）

欧 州 (40)
 

オーストリア 
□ ＼□ ウィーン

アゼルバイジャン
□ ＼□ バクー（春）

ベルギー 
□ ＼□ ブリュッセル

ブルガリア 
□ ＼□ ソフィア（春）

チェコ
□ ＼□ プラハ

デンマーク 
□ ＼□ コペンハーゲン

フィンランド
□ ＼□ ヘルシンキ

フランス
□ ＼□ リヨン
□ ＼□ パリ

ドイツ 
□ ＼□ ベルリン
□ ＼□ デュッセルドルフ
□ ＼□ フランクフルト
□ ＼□ ハンブルク
□ ＼□ ミュンヘン

ギリシャ 
□ ＼□ アテネ

ハンガリー
□ ＼□ ブダペスト

アイスランド
□ ＼□ レイキャビク

アイルランド
□ ＼□ ダブリン

イタリア
□ ＼□ ミラノ
□ ＼□ ローマ

カザフスタン
□ ＼□ アルマティ

（秋）（特別・春） 

ルクセンブルク
□ ＼□ ルクセンブルク

オランダ
□ ＼□ アムステルダム

ノルウェー
□＼□ オスロ

ポーランド 
□＼□ ワルシャワ

ポルトガル 
□ ＼□ リスボン

ルーマニア
□ ＼□ ブカレスト

ロシア
□ ＼□ モスクワ
□ ＼□ サンクトペテル

ブルク 

セルビア
□ ＼□ ベオグラード

スロバキア
□ ＼□ ブラチスラバ(春)

スペイン 
□ ＼□ バルセロナ
□ ＼□ マドリード

スウェーデン
□ ＼□ ストックホルム

スイス
□ ＼□ ジュネーブ
□ ＼□ チューリッヒ

ウクライナ
□ ＼□ キーウ（キエフ）
※2022 春季調査は調査・
発行なし

イギリス
□ ＼□ ロンドン
□ ＼□ マンチェスター

ウズベキスタン
□ ＼□ タシケント

北 米 (23)
 
カナダ
□ ＼□ カルガリー（春）
□ ＼□ モントリオール
□ ＼□ トロント
□ ＼□ バンクーバー

米 国 
□ ＼□ アトランタ
□ ＼□ ボストン
□ ＼□ シカゴ
□ ＼□ クリーブランド
□ ＼□ デトロイト
□ ＼□ ハガッニャ

（特別・秋） 
□ ＼□ ホノルル

米 国（続き） 
□ ＼□ ヒューストン
□ ＼□ レキシントン
□ ＼□ ロサンゼルス
□ ＼□ マイアミ
□ ＼□ ミネアポリス
□ ＼□ ニューヨーク
□ ＼□ ピッツバーグ
□ ＼□ サンフランシスコ
□ ＼□ サンノゼ

 （特別・春/秋） 
□ ＼□ サンマテオ

（特別・秋） 

□ ＼□ シアトル
□ ＼□ ワシントン D.C.

南 米 (16)
 
アルゼンチン
□ ＼□ ブエノスアイレス

ブラジル 
□ ＼□ リオデジャネイロ
□ ＼□ サンパウロ

チリ
□ ＼□ サンチアゴ

コロンビア
□ ＼□ ボゴタ

コスタリカ
□ ＼□ サンホセ（秋）

エクアドル
□ ＼□ キト

グアテマラ 
□ ＼□ グアテマラシティ

メキシコ
□ ＼□ メキシコシティ
□ ＼□ モンテレー（秋）

パナマ 
□ ＼□ パナマシティ

パラグアイ 
□ ＼□ アスンシオン

ペルー 
□ ＼□ リマ

プエルトリコ 
□ ＼□ サンファン（春）

ウルグアイ
□ ＼□ モンテビデオ

ベネズエラ 
□ ＼□ カラカス

アジア/太平洋(43)
オーストラリア 
□ ＼□ アデレード
□ ＼□ ブリスベン 
□ ＼□ メルボルン 
□ ＼□ パース
□ ＼□ シドニー

バングラデシュ 
□＼□ ダッカ

ブルネイ 
□ ＼□ バンダルスリブ

ガワン 

カンボジア
□ ＼□ プノンペン

中 国 
□ ＼□ 北 京
□ ＼□ 成 都
□ ＼□ 大 連
□ ＼□ 東 莞
□ ＼□ 広 州
□ ＼□ 青 島
□ ＼□ 上 海
□ ＼□ 深セン
□ ＼□ 蘇 州
□ ＼□ 天 津
□ ＼□ 無 錫

香 港 
□ ＼□ 香 港

インド
□＼□ バンガロール

  (ベンガルール) 
□ ＼□ チェンナイ 
□ ＼□ ムンバイ
□ ＼□ ニューデリー

インドネシア
□ ＼□ ジャカルタ

ラオス
□ ＼□ ビエンチャン

（特別・春/秋） 

マレーシア
□ ＼□ クアラルンプール

モンゴル
□ ＼□ ウランバートル

（特別・春） 

ミャンマー
□＼□ ヤンゴン

ネパール
□＼□ カトマンズ（秋）

ニューカレドニア
□＼□ ヌーメア（春）

ニュージーランド
□＼□ オークランド
□＼□ ウェリントン

パキスタン 
□＼□ カラチ

パプアニューギニア 
□＼□ ポートモレスビー

(春) 

フィリピン
□ ＼□ マニラ

シンガポール
□ ＼□ シンガポール

韓 国 
□ ＼□ ソウル

スリランカ
□ ＼□ コロンボ

台 湾 
□ ＼□ 台 北

タイ
□ ＼□ バンコク

ベトナム 
□ ＼□ ハノイ
□ ＼□ ホーチミン

中 東 (14)
 
バーレーン 
□ ＼□ バーレーン/マナーマ

イラン
□ ＼□ テヘラン

イスラエル
□ ＼□ テルアビブ

ヨルダン
□ ＼□ アンマン

クウェート
□ ＼□ クウェート

オマーン
□ ＼□ マスカット（春）

カタール
□＼□ ドーハ（春）

サウジアラビア
□＼□ アルコバール
□＼□ ジッダ
□＼□ リヤド

シリア
□＼□ ダマスカス（秋）

トルコ
□＼□ イスタンブール

アラブ首長国
□ ＼□ アブダビ
□ ＼□ ドバイ

アフリカ (16)
アルジェリア
□ ＼□ アルジェ

カメルーン
□ ＼□ ドゥアラ（春）

コートジボワール
□ ＼□ アビジャン

エジプト
□ ＼□ カイロ

ガーナ 
□＼□ アクラ（特別・春）

ケニア
□ ＼□ ナイロビ

リビア
□ ＼□ トリポリ（春）

モロッコ
□ ＼□ カサブランカ（春）

モザンビーク
□ ＼□ マプト（特別・春）

ナイジェリア
□ ＼□ ラゴス

セネガル
□ ＼□ ダカール（秋）

南アフリカ 
□ ＼□ ヨハネスブルグ
□ ＼□ プレトリア

チュニジア
□ ＼□ チュニス（春）

ザンビア 
□ ＼□ ルサカ（秋）

ジンバブエ 
□ ＼□ ハラレ（春)

※(特別)は特別調査 

※(春・秋)は年 1 回調査の

調査時期 

□ 生計費調査（J-COL）の速報値*・確定値の配信を希望する（総合指数）（有料） *速報値配信は春季調査のみ

□ ハードシップ調査の速報値*・確定値の配信を希望する（総合指数）（有料） *速報値配信は春季調査のみ

□ カスタマイズ版・本国理論生計費表を申込む**（有料）

**別途「質問状」をお送りします。なお、本表単体でのお申込みは承っておりません

③ レポート種別 ④ 御契約者（御請求先）・レポート送付先

□ 2022 春季調査（2022 年 6 月発行）（年 1 回契約）

□ 2022 春季・秋季調査（2022 年 6 月・2023 年 1 月発行）（年間契約）

■レポート価格：お問い合わせください。■納品時期：原則、申込受領の 3 営業日後の配信と

なります。商品お届け後のキャンセルはご容赦ください。■請求・お支払い：レポート配信後

別途請求書をお送りします。請求書受領日より 30 日以内に指定口座へお振込みください

（納品・請求時期は、レポート発行時期（5～6 月・12～1 月）を除きます）。 

会社名 社印 

英文社名 

御住所 〒

部署／役職名 

(ふりがな)

御氏名

TEL FAX

E メール
レポート形式：Excel 版
（E メールまたはオンラインポータルによる配信）

2022 J-COL 世界生計費調査・世界ハードシップ調査 申込書 （日本人版）

① 調査種別 □生計費調査 (J-COL) □ハードシップ調査

都市 都市 

J-COL 合計 ハードシップ合計

【注記】本申込書にご記入頂いた個人情報は、弊社のプライバシーポリシーに則り適正に
管理されます。個人情報は、ご契約案件に関わる連絡に使用されるほか、弊社の各種サ
ービスのご案内に使用させて頂くことがございます。 
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世界生計費調査・世界ハードシップ調査ライセンス契約

本契約は、表面申込書記載の世界生計費調査および世界ハードシップ調査レポート（以下、「世界生計費調査および世界ハードシップ調査」）に関するタワーズワトソン株式

会社（以下、「WTW」）と世界生計費調査および世界ハードシップ調査を購入されたご契約企業（以下、「データ購入者」）との間で成立します。両者間の契約は下記のとおり

です。

１．ライセンスの許諾 
データ購入者は、表面申込書記載の対価の支払ならびに本契約および表面申込書記載の規定の遵守を条件として、世界生計費調査および世界ハードシップ調査に含まれ

ているデータ（以下、「本件データ」）をデータ購入者の通常の業務の過程で利用するためにのみ、「本件データ」を複製・抜書き・加工することができます（複製・抜書き・加工

後の「本件データ」も「本件データ」に含まれるものとします）。ただし、データ購入者の属する同一法人組織の者以外のいかなる者へも「本件データ」を提供することはできま

せん。また、「本件データ」を使用した際には、当該のデータが Economist Intelligence Unit 社（以下、「EIU」）および WTW から提供された世界生計費調査および世界ハー

ドシップ調査に基づいて作成されたものであることを表示するものとします。 

２．使用制限 
データ購入者は、「本件データ」のコンピュータ画面への表示、非商業的使用のみを目的とした、経営や意思決定プロセスに合理的に必要な数の複製、データ購入者と同一

法人組織内において「知る必要のある」限定された社員（以下、「特定社員」）を対象とした資料（プリント、電子媒体など）への転記をすることができます。転記の際は、EIU お
よび WTW から提供された世界生計費調査および世界ハードシップ調査に基づくものであることを表示しなくてはなりません。 
「本件データ」は、「特定社員」にのみ利用権があり、直接、間接を問わず、他の第三者へアクセス、情報・権利を提供することを禁じます。また、営利目的かどうかを問わず、

また、対価の有無を問わず、第三者のために「本件データ」を利用することを禁じます。「特定社員」は「本件データ」を「特定社員」以外のいかなる者に対しても開示すること

はできません。データ購入者は、「特定社員」に本契約上の義務を遵守させるものとし、「特定社員」がそうした義務に違反した場合には「特定社員」と連帯して一切の責任を

負うものとします。不正使用または不正開示が発覚した場合は、契約金額の 5 倍の金額を違約金として請求した上で、直ちに本契約を終了いたします。ただし、当該の不正

使用または不正開示から WTW がそうした違約金の金額を超える損害を受けたことを証明した場合には、WTW はそうした超過額についても損害賠償請求できるものとしま

す。また、WTW の事前の書面による許可なくして、上記で明示的に許容されている場合を除き、この情報を用いたいかなる複製・記憶媒体への保存、自己または第三者の

サイト・電子掲示板等への掲載を禁じます。本契約で明示的に認められていない「本件データ」の利用に関してのお問合せおよび事前許可については、世界生計費調査担

当（E メール： j-col@willistowerswatson.com、Tel: 03-6833-4600（大代表））までご連絡ください。

３．データについての権利 
「本件データ」は機密情報であり、すべての権利は EIU または WTW が保有しています。本契約で明示的に認められている場合を除き、WTW の事前の許可なく、複製・表

示・改造・販売・配布、その他のいかなる方法によっても、「本件データ」を他の者に提供することは堅く禁じられています。本契約はデータ購入者に「本件データ」についての

権利を譲り渡すものではなく、本契約において明示的に認められている利用権のみをデータ購入者に認めるものです。本契約で明示的に認められている場合を除き、「本件

データ」や「本件データ」に関するすべての権利（著作権、特許権、トレード・シークレットおよびその他のすべての権利）は EIU または WTW にあることを、データ購入者は承

認するものとします。 

４．責任の制限 
WTW は、口頭であれ書面であれ、明示であれ黙示であれ、「本件データ」の適切な目的への適合性、「本件データ」の正確性、「本件データ」の遺漏の有無、「本件データ」の

完全性および「本件データ」の最新性を含むがこれらに限定されない、すべての種類の責任を負いません。WTW は、いかなる場合においても、損害・損失の可能性を通知さ

れていた場合であっても、「本件データ」についての損害または経済的な損失を含む、間接的な損害、特別な損害、結果的な損害、偶発的な損害またはそれらと同様の損害

など、一切の損害についてデータ購入者または他のいかなる者に対してもいかなる責任も負いません。

５．解除 
データ購入者がこの契約書または表面申込書記載の条件に違反した場合、WTW は書面をもって本契約を解除する権利を有します。さらに、WTW の判断において、WTW
が承認していない形で「本件データ」が使用、提供または開示されたり、EIU または WTW の権利が侵害されたり、データ購入者が不履行を生じさせた場合、WTW は直ちに

本契約を解除することができます。ただし、第 2 条に規定する「データ購入者の秘密保持義務」、第 3 条に規定する「EIU または WTW の権利」および第 4 条に規定する「責

任の制限」に加えて、その規定の趣旨から本契約終了後も効力を継続すべき規定は、本契約終了の事由にかかわらず、本契約終了後もそのまま効力を継続するものとしま

す。

６．請求・権利の不行使 
ある機会に請求しない場合でも他の機会での請求は妨げられず、また、ある機会での権利放棄は他の機会での権利放棄とはならないものとします。

７．契約・権利の譲渡と義務の承継 
いずれの当事者も、他方当事者の事前の書面による承諾なくして、本契約または本契約に基づく権利を第三者に譲渡することはできず、また、本契約に基づく義務を第三者

に引き受けさせることはできないものとします。 

８．完全な契約 
本契約は「本件データ」に関する両当事者間の完全な合意を構成するものとし、本契約は両当事者間の以前のすべての合意、了解または交信などに代わるものとします。本

契約に関する全体的または部分的な変更は両当事者が文書によって合意した場合に限り有効なものとします。本契約の一部が無効と判断された場合は、本契約のその部

分を除く他のすべての部分は完全な効力と効果を維持するものとします。

９．反社会的勢力の排除 
当事者のいずれも、他方当事者の従業員、取締役、役員もしくは実質的に経営権を有する者または使用人が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、何ら

の催告を要しないで、本契約を解除することができるものとします。

(a) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらの関係者、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）である場合 
(b) 反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金もしくは役務の提供等をしている場合または反社会的勢力と何らかの取引をしている場合 
(c) 前号に掲げる場合のほか、反社会的勢力と何らかの関係を有している場合 
(d) 相手方の役員もしくは使用人その他の関係者に対し、自らもしくは第三者を利用して、本契約に関して脅迫的言辞、詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用い

た場合、または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合 

前項の規定により本契約を解除した当事者は、違反した当事者に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。

１０．準拠法及び裁判管轄 
本契約の条項の有効性および解釈は、日本法に準拠するものとし、両当事者は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
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