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手数料納付・免許状の受取STEP
3

申請・届出
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④ユーザID通知書受領 ③ユーザID通知書発送

⑨電子納付
インターネットバンキング又はATM（ペイジー）

送信

⑧手数料の納付通知受領 ⑦手数料の納付通知

⑩納付確認

⑪審査終了（形式審査、交付前処理）

納付通知
（電子メール）

（電子メール）

不備通知
（不備がある場合）

（
不
備
が
な
い
場
合
）

23
ページ

95
ページ

⑤申請書入力 ⑥受付・審査
送信

手数料納付情報

61
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初期パスワード変更

修正・再提出（補正後提出） 不備確認

96
ページ

101
ページ

総務省の電子申請・届出システムLiteの利用は、
パソコン（Windows）及びスマートフォン等の推奨環境（11ページを参照してください。）でご利用ください。
パソコン（Macintosh）等の推奨環境以外の機器では、申請を最後まで行えない可能性がありますのでご了承ください。

免許状の受取方法は次の3つです。
① 返信用封筒を管轄の総合通信局又は総合通信事務所に送付し、郵送してもらう
② 管轄の総合通信局又は総合通信事務所に行って、直接受け取る
③ 送料受取人払い方法により、委託業者から受け取る（免許申請・再免許申請のみ）

トップ画面の「その他機能」の中から「納付情報照会」
を選んで下記の3つの番号を確認してください。
・収納機関番号 ・納付番号 ・確認番号

●本紙の説明の凡例 操作解説 操作解説補足 その他補足 注意事項

※変更申請（届出）の場合⑦～⑩の
　手続きは、対象外です。

ユーザIDは、一度取得すると
次回以降の申請にも使えるよ!STEP

2

STEP
1

電子申請の基本的な流れは以下のとおりです。
なお、申請内容に不備があった場合には、不備補正を行っていただく必要があります。

電子申請全体の流れ

2



電子申請書面申請

紙による申請

● 電子申請とは？
電子申請とは、インターネットを利用して、申請・届出などの行政手続きをいつでも、どこからでも
実現できるようにするものです。
電子申請を利用することで、郵送又は行政機関の窓口に出向いて必要書類を提出する書面申請の
手続きを、インターネットに接続されたパソコン及びスマートフォン等で行うことができます。

● 電子申請・届出システムLiteとは？
「電波利用 電子申請・届出システムLite」は、アマチュア局に関する申請や届出を行う者が、「電子

証明書」を使わずにユーザ ID・パスワードを使うことで簡単に申請等ができるシステムです。
この手引きでは、「Lite」と呼びます。

※代理人の方（又は代理申請を希望される方）が申請・届出を希望される場合は、総務省 電波利用 電子申請・
届出システム（電子証明書方式）をご利用ください。

いつでも

どこでも

便利

総務省

総務省

提出した申請・届出の手続き状態
（受付処理中・審査終了・手数料受

領など）がパソコン及びスマート
フォン等で確認できます。

時間にとらわれず、夜間や休日でも
手続きができます。

自宅や職場、遠隔地からも手続き
ができます。

※メンテナンス等でシステムが休止する場合は、
　利用できません。ご注意ください。

インターネットを利用し、ご自宅等の
パソコンやスマートフォン等で手続可能

◆ 総務省 電波利用 電子申請・
　 届出システムLite（ライト）とは？ 

3



総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

◆ 開局申請
アマチュア局を開設する場合の申請手続き

◆ 再免許申請

◆ 変更申請（届出）

◆ 廃止届
アマチュア局を廃止する場合の手続き

◆ 取下げ願
電子申請で提出済みの申請・届出の取下げをする場合の手続き

◆ 追加書類の提出

● Liteで可能な手続き

※一部の機能はスマートフォン等では対応しておりません。

アマチュア局免許の有効期限を更新する場合の申請手続き
再免許申請は、免許の有効期間満了の1年前の翌日から１ヶ月前までに申請する必要があります。
※Liteには、再免許申請を行うときに無線局の免許番号から申請情報を自動入力できる便利な機能があります。
（申請情報が自動取得できなかった場合には、必要な申請情報をご自身で入力することで申請が行えます。）

無線設備等の変更や、免許状に記載された事項（住所・氏名等）の変更・訂正を
行う場合の手続き

電子申請で行ったアマチュア局の申請・届出等について追加書類を送付する場
合の手続き

パソコン表示とスマートフォン等
表示に対応しています。

パソコン表示のみ対応しています。

4



②Liteのトップ画面（Liteメニュー）が表示されます。

● Liteにアクセスしましょう

総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

①検索サイトで「アマチュア無線　電子申請」で検索し、Liteにアクセスします。

●日本語ドメインによるアクセスも可能です。

ブラウザのURL欄（アドレスバー／
ロケーションバー）に「アマチュア
無線申請.jp」と入力すればＯＫで
す。（ブラウザに表示されるアドレ
スは従来のアルファベットのURLと
なります。）

5



● Liteのトップ画面（Liteメニュー）

グローバルナビ

このボタンでログインできます。

パソコン表示とスマートフォン等
表示に対応しています。

パソコン表示のみ対応しています。

◆パソコンの画面 ◆スマートフォン等の画面

総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？
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● ログイン画面とグローバルナビ
2018年までは、各種申請項目を記入後、送信前にログインしていただく形でしたが、現在は、最初にログインを
行っていただくことになりました。

パソコン表示の場合

総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

②ユーザID・パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

①Liteメニューにアクセスし、「ログイン」ボタンを押してください

③ログインに成功すると、Liteメニューに戻ります。

このボタンでログインできます。

ログインしない状態で各種申請に
進んだ場合、ログイン画面に遷移
します。

このボタンでログインできます。

7



総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

④画面のヘッダ部分にある「グローバルナビ」は全画面共通です。「グローバルナビ」の機能一覧（Liteでできるこ
と）画面でも、各種申請・届出を行うことができます。
また、申請に関する各種情報の照会、ユーザ情報等の変更を行うことができます。

グローバルナビ

タブから各申請を
選択できます。
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総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

②ユーザID・パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。

③ログインに成功すると、Liteメニューに戻ります。

● ログイン画面とグローバルナビ
①Liteメニューにアクセスし、「ログイン」ボタンを押してください。

スマートフォン等で表示の場合

このボタンでログインできます。

このボタンでログインできます。

ログインしない状態で各種申請に
進んだ場合、ログイン画面に遷移
します。
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総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite（ライト）とは？

④スマートフォン等表示の「グローバルナビ」は、画面右上にある三本線で表示します。ボタンをタッ
プすると、右画面のようにメニューが展開します。

⑤「グローバルナビ」の機能一覧（Liteでできること）画面で各種申請・届出・照会を行うことができます。
また、申請に関する各種情報の照会、ユーザ情報等の変更を行うことができます。

パソコン表示とスマートフォン等
表示に対応しています。

パソコン表示のみ対応しています。

グローバルナビ

各申請を選択でき
ます。
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● 事前準備（Liteで電子申請をするために必要なものを揃えましょう）

Windows 10
（デスクトップモード）

Safari 12 以上iOS

PC

スマートフォン等
Google Chrome 68 以上Android

推奨環境
基本ソフトウェア（OS） ブラウザ

Microsoft Edge （Chromium）
Firefox 49.0以上

１． 利用環境の仕様
Liteの利用にあたっては、以下の環境を推奨しています。パソコン（Macintosh）等の推奨環境以外の機器では、申
請を最後まで行えない可能性がありますのでご了承ください。また、推奨環境以外の機器をご利用された場合の
お問い合わせには対応いたしかねますのでご注意ください。

◆ご利用環境の設定

11



Edge FirefoxMicrosoft Edge Firefox iOS Safari Android Chrome

信頼済みサイトを追加するための設定Edge

２．Webブラウザの設定
Lite の利用にあたっては、Webブラウザの設定がデフォルトである場合は、そのままお使いいただけます。Web
ブラウザの設定を変更している場合は、以下のような設定が必要となる場合があります。

3. インターネットのプロパティ画面で[セキュリティ]タブの[
信頼済みサイト]を選択し、「サイト」ボタンをクリックしま
す。１. タスクバーの検索ボックスに「インターネットオプショ

ン」と入力します。

※検索ボックスが表示されていない場合
タスクバーを右クリックし「検索」を選択したのち、「検索
ボックスを表示」をクリックすると表示されます。

iOS Safari Chrome

a) タスクバーを右クリック b) 「検索」→「検索ボックス
を表示」の順にクリック

2. 検索結果として表示された「インターネットオプション」を
クリックします。

また、「保護モードを有効にする」のチェックが外れてい
ることを確認します。（チェックがついていたら、外して
Webブラウザを再起動してください。）

Webサイト欄にURLが追加されたことを確認し、[閉じる]
ボタンで3.の画面に戻ります。

4. 「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（
https:）を必要とする」のチェックが外れていることを確
認します。（チェックがついている場合は外します。）

5. 「このWebサイトをゾーンに追加する」に「https://www.
 denpa.soumu.go.jp」を入力し、[追加]ボタンをクリックし

てください。

URLを入力し[追加]
をクリックすると、下
の欄に追加されます。

ご利用環境の設定
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ご利用環境の設定

３． 左側メニューの [Cookie とサイトのアクセス許可 ] をク
リックします。

4. [Cookieとサイトデータの管理と削除]をクリックします。

6. 最後に設定を行っていたブラウザのタブを閉じます。

クッキー(Cookie)の設定

※プライバシー設定のレベルが「高」以上の場合に下記の設定をしてください。
※ブラウザの初期状態ではプライバシーの設定は「中」に設定されています。
※基本ソフトウェア（OS）がWindows10 の場合は設定ができないため不要
　です。

１. Microsoft Edgeを起動し、画面右上の[･･･]ボタンを
クリックします。

２. ［設定］ボタンをクリックします。

Edge

5. [Cookieデータの保存と読み取りをサイトに許可する 
(推奨)]をON（青い状態）にします。

6. [OK]ボタンでインターネットのプロパティ画面を閉じ
てください。

13



ご利用環境の設定

◆ Firefoxの設定方法

信頼済みサイトを追加するための設定Firefox

１． Firefoxを起動し、右上3本線のメニューボタンから「設
定（またはオプション）」を選択します。

２. 「プライバシーとセキュリティ」タブの「アドオンのインス
トールを求められたときに警告する」[許可サイト]ボタ
ンをクリックします。

３. 「ウェブサイトのアドレス」に、「https://www.denpa.soumu.go.jp」
を入力し、[ 許可 ] ボタンをクリックします。

 サイト欄に追加されましたら[変更を保存（S）] ボタンを
クリックします。

Java Scriptの設定  Edge

4. 画 面 中 央 の「 サ イトの アクセス 許 可 」項 目 に ある
[JavaScript]をクリックします。

３． 左側メニューの [Cookie とサイトのアクセス許可 ] をク
リックします。

１. Microsoft Edgeを起動し、画面右上の[･･･]ボタンを
クリックします。

２. [設定]ボタンをクリックします。

6. 最後に設定を行っていたブラウザのタブを閉じます。

5. [許可（推奨）] をON（青い状態）にします。
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ご利用環境の設定

◆ iOS Safariの設定方法

JavaScriptの設定iOS Safariクッキー（Cookie）の設定iOS Safari

１． ホーム画面で「設定アイコン」を選択します。次に
 「Safari」を選択します。（※ここまではクッキー（Cookie）の設

定と同じです。）

2． 「詳細」を選択します。

３． 「すべてのCookieをブロック」が有効になっている
　　場合はタップして無効に設定します。

３．「JavaScript」が無効になっている場合はタップして有効
に設定します。

１． ホーム画面で「設定アイコン」を選択します。

２． 「Safari」を選択します。
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ご利用環境の設定

クッキー(Cookie)の設定Chrome

１． Chromeを起動し、メニューバーの[･･･]-[設定]を選択
します。

2． 「サイトの設定」を選択します。
◆ Android Chromeの設定方法

４． 「Cookieを許可」が無効になっている場合はタップして
有効に設定します。

３． 「Cookie」を選択します。
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ご利用環境の設定

JavaScriptの設定Chrome

１． Chromeを起動し、メニューバーの[･･･]-[設定]を選択し
ます。

2． 「サイトの設定」を選択します。

３． 「JavaScript」を選択します。

４． 「サイトにJavaScriptの実行を許可する（推奨）」が無効に
なっている場合はタップして有効に設定します。
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ご利用環境の設定

［参考］ Liteで提出可能な添付ファイル

※LHA、ZIP等で圧縮したファイル及びパスワードを設定したファイルは受付できません。
※マルチ（複数）ページのtif、tiffファイルは受付できません。
※本システムでは管理上の理由により、一部の画像ファイルについて形式、圧縮タイプを変換しています。詳細な図面等を画像ファイルとして添付する
場合は、できるだけ解像度を高くしてください。
（目安）
原寸大の印刷物をFax送信（白黒）したとき、文字等の認識が不可能なレベルの場合は、本システムでも詳細部が認識できないことがあります。
画像ファイルを添付する場合は、印刷物をFax送信（白黒）したときに文字等の認識が可能なレベルの解像度を目安としてください。

◆添付ファイルのサイズの上限について
1ファイルあたりの添付ファイルのサイズは、パソコンでファイルを指定する時点で20MB以下に制限させていただきます。
添付ファイルは、圧縮されて送信されます。圧縮済ファイルのサイズ合計も20MB以下に制限させていただきます。圧縮したときのサイズによっては、ファ
イルサイズを減らすことを促すメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、ファイルサイズを減らしてください。
ファイルサイズの制限により送信できなかったファイルは、申請・届出後、すみやかに提出先に郵送してください。郵送前に、本システムの「申請履歴照
会」で送信した申請・届出を確認してください。提出先は［裏］表紙をご参照ください。

PDFファイル Acrobat pdf ー

Word文書 MS　Word doc, docx ー

Excel MS　Excel xls, xlsx ー

PowerPoint MS　PowerPoint ppt, pptx ー

一太郎 一太郎 Jt*又はj*w ー

テキスト テキストファイル編集ソフト txt ー

画像ファイル 画像作成ソフト tif, tiff, jpg,
  jpeg, png

添付ファイルの種類
添付ファイルを作成できる

アプリケーション 拡張子 備考

画像ファイルの形式は以下のとおりです。
TIFF(非圧縮、CCITtrLE、GROUP3-1D、
GROUP3-2D、GROUP4、PACKBITS)
JPEG(基本DCT又はプログレッシブDCT)
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ご利用環境の設定

● 事前確認（ご利用前に、システム環境や設定状況を確認しましょう）
①Liteのトップ画面の「システムをご利用の前に」をクリックしてください。

②「ご利用環境のチェックを開始する」をクリックしてください。

パソコン表示の場合
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ご利用環境の設定

③判定結果に「-」が出た場合、推奨環境や環境設定方法をご確認いただいた後、必要があれば再設定を行い、
もう一度「ご利用環境のチェックを開始する」をクリックしてください。

ご利用環境、Webブラウザの設定について問題なければ、以下
のボタンから次の手順に進んでください。（➡『ユーザ登録（パソ
コン表示の場合）』のページ）
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①Liteのトップ画面の「システムをご利用の前に」をタップしてください。

②「ご利用環境のチェックを開始する」をタップしてください。

スマートフォン等で表示の場合

ご利用環境の設定
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③判定結果に「-」が出た場合、推奨環境や環境設定方法をご確認いただいた後、必要があれば再設定を行い、
もう一度「ご利用環境のチェックを開始する」をタップしてください。

ご利用環境の設定

ご利用環境、Webブラウザの設定について問題なければ、以下のボタンから次の手順に進
んでください。（➡『ユーザ登録（スマートフォン等で表示の場合）』のページ）

スマートフォン等対応の対象機能は以
下のとおりです。その他の機能につい
てはパソコンからのご利用をお願いし
ます。

●新規ユーザ登録
●再免許申請
●申請履歴照会
●納付情報照会
●通知書照会
●事前チェック結果照会
●ユーザ情報変更
●パスワード変更
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新規ユーザ登録1

ユーザ登録

Ｌｉｔｅを使うためには、まずはじめに「ユーザ登録」が必要です。
STEP１では、ユーザ登録の流れを解説します。

最初のアルファベットは４文字以内
です。（注意！！）O（オー）と０（ゼロ）、
I（アイ）と１（イチ）とｌ（エル）の間
違いに注意。

ユーザ登録を行う上で、「無線従事者免許証」が必要になります。
また、既にアマチュア局を開設し、有効な免許がある方は「無線局免許状」もお手元にご用意ください。

パソコン表示の場合

ユーザ登録後に、「STEP2」以降の申請・届出を行うことができるようになります。
ユーザ登録のみでは、申請・届出の受付がされたことにはなりません。注意

STEP
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面① （Liteメニュー）

このボタンで文字の大きさを変更
できます。

「新規ユーザ登録」をクリックしてく
ださい。（事前にご利用環境の設定
が必要です。ご利用環境の設定の方
法については、11ページを参照して
ください。）

必要な免許を用意して「はい（登録
へ進む）」をクリックしてください。

ID・パスワードの管理は厳重にお願
い致します。ID・パスワードを忘れた
場合、その他ログインできなくなっ
た場合は、「ユーザID・パスワードの
再発行」(44ページ)の手続きをし
てください。

開局申請タブを選択してください。
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「必要な書類に戻る」をクリックする
と、前の画面（必要な免許はお手元
にありますか？）に戻ります。

個人で登録するか、社団（クラブ）で
登録するか選択してください。

ユーザ登録画面② （利用規約の確認）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面③ （ユーザ情報の入力）

利用規約をご確認の上、内容に同
意いただける場合は「同意する（登
録へ進む）」をクリックしてください。
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●ガイドに従い、各フィールドにユーザ情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

「個人」「社団（クラブ）」の選択により入力項目が変わりま
す。

郵便番号を入力して「住所検索」をクリック、または、都道
府県・市区町村を選択して「郵便番号検索」をクリックし
ます。

無線従事者免許証

アマチュア無線を操作可能な無線従事者
免許証番号を入力してください。

この住所は、「ユーザＩＤ通知書」の送付先となります。 
（注意！！）転送不可で郵送されます。　

　 必ず受けとれる住所を入力してください。

（記入ポイント）
①  ○丁目△番□号は、 ○－△－□のように入力
②  アパート・マンション名、部屋番号も入力

（補足）期限切れで免許が失効されている場合は”未
開設”となります

アマチュア局を「開設済」か「未開設（期限切れも含む）」
か、選択してください。

ハイフン付きの枝番が存在する場合、ハイフン以
下の入力は不要です。
最 初 のアルファベットは４文字以内です。
Ｏ（オー）と０（ゼロ）、Ｉ（アイ）と１（イチ）とl（エル）の
間違いに注意。

（注意!!）
①

②

電話番号、生年月日を入力します。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

・ メールアドレスを確認のため２度入力してください。依
頼内容の不備連絡等は、ここで入力したメールアドレス
に送付されます。なお、携帯電話のメールアドレスも登
録できますが、「@denpa.soumu.go.jp」から電子メール
が受信可能であることをご確認ください。

各フィールドにユーザ情報を入力し、「次へ」ボタンを
押すとユーザ情報の確認・送信画面が表示されます。

（開設済の場合）免許の番号欄には、現在有効な無線局
免許状に記載の免許の番号を入力してください。

「アマチュア局開設/未開設の別」項目は、どちらを選択
するかによって、入力項目が切り替わります。

「免許に関するお知らせメール配信」について「メール
配信を希望する」を選んだ場合、再免許の申請期間等
のお知らせ方法が『ハガキ送付』から『メール配信』に
変わります。

住所検索結果・郵便番号の自動入力
住所検索結果・郵便番号検索結果が、複数件の場合と1件の場合で表示が切り替わります。
複数件の場合はポップアップウインドウで複数検索結果を表示しますので任意選択してください。選択されたものが申請
画面に入力されます。1件の場合はポップアップウインドウは表示されず直接申請画面に入力されます。

【検索結果が複数件の場合】（住所検索画面の例）
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

入力した内容が一覧表示されます。

入力内容に誤りがないことを確認し、
「送信」をクリックしてください。誤りが
ある場合は「戻る」をクリックして前
ページの入力画面に戻り、訂正してく
ださい。

ユーザ登録画面④ （ユーザ情報の確認・送信）

【検索結果が1件の場合】
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「ユーザ登録」に関するご注意

親 展 転送不可

「総務省 電波利用 電子申請･届出システムLite」の
 ユーザIDのお知らせです。

〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局

ここからはがして開封してください。

サンプル

送信が完了すると「問い合わせ番号」が表示
されます。問い合わせ番号は、ユーザ登録
に関する問い合わせを総合通信局等に行
う際に必要な番号ですので、記録（メモ）して
おいてください。

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

送信が完了すると申込みの到着をお知らせ
するメールが送信されます。メールが受信で
きたことを必ずご確認ください。

◆ユーザ登録を行ってから１週間程度経っても、ユーザID 通知書が届かない
1週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性があり
ます。また、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあっても転居
先の住所には転送されません。申込みの際に入力したメールアドレス宛に、不備通知が届いて
いないかご確認ください。
ご不明点があれば、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

◆登録内容の変更について
ユーザIDの取得後は、登録内容の変更ができます。グローバル
ナビの機能一覧-Liteでできること-リンクをクリックして、
「ユーザ情報変更」から変更してください。

ユーザ登録画面⑤ （送信完了・問い合わせ番号の確認）

申込みから1週間程度で「ユーザID通知書」
が郵送されます。
ユーザID通知書に記載されている「初期パ
スワード」のままでは電子申請はできません
ので、パスワードの変更を行ってください。
変更方法については、39ページをご参照く
ださい。
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ユーザ登録

Ｌｉｔｅを使うためには、まずはじめに「ユーザ登録」が必要です。
STEP１では、ユーザ登録の流れを解説します。

ユーザ登録を行う上で、「無線従事者免許証」が必要になります。
また、既にアマチュア局を開設し、有効な免許がある方は「無線局免許状」もお手元にご用意ください。

ユーザ登録後に、「STEP2」以降の申請・届出を行うことができるようになります。
ユーザ登録のみでは、申請・届出の受付がされたことにはなりません。注意

最初のアルファベットは４文字以内
です。（注意！！）O（オー）と０（ゼロ）、
I（アイ）と１（イチ）とｌ（エル）の間
違いに注意。

スマートフォン等で表示の場合

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面① （Liteメニュー）

「新規ユーザ登録」をタップしてください。（事前にご
利用環境の設定が必要です。ご利用環境の設定の方
法については、11ページを参照してください。）

ID・パスワードを忘れた場合、その他ログインできな
くなった場合は、「ユーザID・パスワードの再発行」
(52ページ)の手続きをしてください。

スマートフォン等では申請・届出名をタップし、表示される「新規ユーザ登録」ボタンをタップしてください。

各申請の手順はアコ
ーディオン方式となっ
ており、タップで開閉
します。
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ユーザ登録画面② （利用規約の確認）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面③ （ユーザ情報の入力）

利用規約をご確認の上、内容に
同意いただける場合は「同意する
（登録へ進む）」をタップしてくだ
さい。

個人で登録するか、社団（クラブ）で
登録するか選択してください。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

●ガイドに従い、各フィールドにユーザ情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。

郵便番号を入力して「住所検
索」をタップ、または都道府
県・市区町村を選択して「郵
便番号検索」をタップします。

（記入ポイント）
①  ○丁目△番□号は、 ○－△－□
　　のように入力
② アパート・マンション名、部屋番
　号も入力

この住所は、「ユーザID通知
書」の送付先となります。 

（補足）期限切れで免許が失効されて
いる場合は”未開設”となります

アマチュア局を「開設済」か「未開
設」かを選択します。

ハイフン付きの枝番が存在す
る場合、ハイフン以下の入力は
不要です。
最 初 のアルファベットは ４ 文
字以内です。
Ｏ（オー）と０（ゼロ）、Ｉ（アイ）と
１（イチ）とl（エル）の間違いに
注意。

（注意!!）
①

②

無線従事者免許証アマチュア無線を操
作可能な無線従事者
免許証番号を入力し
ます。

電話番号、生年月日を入力しま
す。

（注意！！）転送不可で郵送さ
れます。 必ず受けとれる住所
を入力してください。

「個人/社団（クラブ）の選択により入力項
目が変わります。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

・ メールアドレスを確認のため２度入力して
ください。依頼内容の不備連絡等は、ここで
入力したメールアドレスに送付されます。
なお、携帯電話のメールアドレスも登録で
きますが、「@denpa.soumu.go.jp」から電
子メールが受信可能であることをご確認く
ださい。

「アマチュア局開設／未開設の別」項目は、ど
ちらを選択するかによって、入力項目が切り
替わります。

「免許に関するお知らせメール配信」について
「メール配信を希望する」を選んだ場合、再免

許の申請期間等のお知らせ方法が『ハガキ送
付』から『メール配信』に変わります。

各フィールドにユーザ情報を入力し、「次へ」ボ
タンをタップするとユーザ情報の確認・送信画
面が表示されます。

（開設済の場合）免許の番号欄には、現在有
効な無線局免許状に記載の免許の番号
を入力してください。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

●

【検索結果が1件の場合】

住所検索結果・郵便番号の自動入力

【検索結果が複数件の場合】（住所検索画面の例）

住所検索結果・郵便番号検索結果が、複数件の場合と1件の場合で表示が切り替わります。
複数件の場合はポップアップウインドウで複数検索結果を表示しますので任意選択してください。
選択されたものが申請画面に入力されます。
1件の場合はポップアップウインドウは表示されず直接申請画面に入力されます。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面④ （ユーザ情報の確認・送信）

入力いただいた内容が一覧表示され
ます。

入力内容に誤りがないことを確認し、
「送信」をタップしてください。誤りがあ
る場合は「戻る」をタップして前ページ
の入力画面に戻り、訂正してください。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

ユーザ登録画面② （利用規約の確認）ユーザ登録画面⑤ （送信完了・問い合わせ番号の確認）

送信が完了すると「問い合わせ番号」
が表示されます。問い合わせ番号は、
ユーザ登録に関する問い合わせを
総合通信局等に行う際に必要な番号
ですので、記録（メモ）しておいてくだ
さい。

送信が完了すると申込みの到着をお知
らせするメールが送信されます。メール
が受信できたことを必ずご確認くださ
い。

申込みから1週間程度で「ユーザID通知
書」が郵送されます。
ユーザID通知書に記載されている「初
期パスワード」のままでは電子申請はで
きませんので、パスワードの変更を行っ
てください。変更方法については、41
ページをご参照ください。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録

「ユーザ登録」に関するご注意

親 展 転送不可

「総務省 電波利用 電子申請･届出システムLite」の
 ユーザIDのお知らせです。

〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局

ここからはがして開封してください。

サンプル

◆ユーザ登録を行ってから１週間程度経っても、ユーザID 通知書が届かない
1週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性があり
ます。また、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあっても転居
先の住所には転送されません。お申込みの際に入力されたメールアドレス宛に、不備通知が届
いていないかご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

◆登録内容の変更について
ユーザIDの取得後は、登録内容の変更ができます。グローバル
ナビの機能一覧-Liteでできること-リンクをタップして、「ユー
ザ情報変更」から変更してください。
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ユーザID通知書到着後の手続き

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID通知書到着後の手続き

（パスワード変更方法）

「ユーザID通知書」を受け取った後、パスワードの変更が必要です。ユーザID通知書に記載された「初期パス
ワード」のままでは電子申請を行うことができませんので、以下の手順で変更してください。

パソコン表示の場合

パスワード変更画面① （Liteメニュー）

パスワード変更画面② （ログイン）

Liteのトップ画面にアクセスし、「ログ
イン」ボタンをクリックしてください。

各種申請タブからも「ログイン」ボタン
は表示されます。

「入力したパスワードを表示する」に
チェックを入れると、入力内容を確
認できます。

ユーザIDとパスワードは、全て半角で入力して
ください。

上記の入力が完了したら、「ログイン」をクリッ
クしてください。

総務省から郵送された「ユーザID通知書」に記
載された「ユーザID」と「初期パスワード」を入
力してください。

初期パスワードの英字は、大文字（A～Z）、小文
字（a～z）を区別してください。パスワードの入
力を10回連続で間違えるとユーザIDがロック
されます。詳しくは「パスワード」に関する注意
点（40ページ）をご覧ください。

２回目以降は、機能一覧-Liteででき
ること-画面で「パスワード変更」をク
リックすることで、パスワードの変更
ができます。
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「入力したパスワードを表示する」に
チェックを入れると、入力内容を確認でき
ます。

「ユーザID通知書」に記載された「初期パ
スワード」と、ご自分で作成した「新パス
ワード」を入力してください。入力が完了
したら、「変更」をクリックしてください。

「パスワード」に関する注意点

パスワード変更画面③ （パスワード変更）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID通知書到着後の手続き

１．パスワードの制限事項
・ユーザID通知書に記載されている「初期パスワード」については、最初にログインした際に「パスワード変更」が必要となります。
・パスワードの制限事項が変更されたため平成29年12月22日以前に設定したパスワードについては、1度「パスワード変更」が必要

となります。
・新パスワードは、現在のパスワードと同じものにすることはできません。
・パスワードは、8文字以上32文字以内で、半角文字の大小英字、数字及び記号の3つを必ず組み合わせてください。
・英字は、大文字（A～Z）、小文字（a～z）を区別して入力してください。
・記号は ！ $ % ＆ ‘ * ＋ . / ： ； ＜ ＝ ＞ ？ ＠［ \ ］ ^ _ ＇ | ~ ( - ) , { # }が使用できます。

（例） abcd123! 〇：設定可能です。
 abcdefg! ×：数字が入っていないため設定できません。
 abcd1234 ×：記号が入っていないため設定できません。
2．ユーザIDのロック
パスワードの入力を10 回連続で間違えるとユーザ ID がロック（日付が変わってもリ
セットされません。）され、ログインできなくなりますのでご注意ください。もし、ログ
インできなくなってしまった場合は、トップページの「ユーザ ID・パスワード再発行」
をクリックして、ユーザID・パスワード再発行の申込みを行ってください。ユーザＩＤ・
パスワードの再発行の詳細は44ページの「ユーザID･パスワード再発行方法」にて解
説します。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID通知書到着後の手続き

ユーザID通知書到着後の手続き
（パスワード変更方法）

「ユーザID通知書」を受け取った後、パスワードの変更が必要です。ユーザID通知書に記載された「初期パス
ワード」のままでは電子申請を行うことができませんので、以下の手順で変更してください。

スマートフォン等で表示の場合

パスワード変更画面① （Liteメニュー）

パスワード変更画面② （ログイン）

Liteのトップ画面にアクセスし、「ログ
イン」をタップしてください。

ユーザIDとパスワードは、全て半角で入力して
ください。

上記の入力が完了したら、「ログイン」をタップ
してください。

「入力したパスワードを表示する」にチェックを
入れると、入力内容を確認できます。

総務省から郵送された「ユーザID通知書」に記
載された「ユーザID」と「初期パスワード」を入
力してください。

初期パスワードの英字は、大文字（A～Z）、小文
字（a～z）を区別してください。パスワードの入
力を10回連続で間違えるとユーザIDがロック
されます。詳しくは「パスワード」に関する注意
点（42ページ）をご覧ください。

２回目以降は、機能一覧-Liteででき
ること-画面で「パスワード変更」を
タップすることで、パスワードの変更
ができます。
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パスワード変更画面③ （パスワード変更）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID通知書到着後の手続き

「パスワード」に関する注意点
１．パスワードの制限事項
・ユーザID通知書に記載されている「初期パスワード」については、最初にログインした際に「パスワード変更」が必要となります。
・パスワードの制限事項が変更されたため平成29年12月22日以前に設定したパスワードについては、1度「パスワード変更」が必要

となります。
・新パスワードは、現在のパスワードと同じものにすることはできません。
・パスワードは、8文字以上32文字以内で、半角文字の大小英字、数字及び記号の3つを必ず組み合わせてください。
・英字は、大文字（A～Z）、小文字（a～z）を区別して入力してください。
・記号は ！ $ % ＆ ‘ * ＋ . / ： ； ＜ ＝ ＞ ？ ＠［ \ ］ ^ _ ＇ | ~ ( - ) , { # }が使用できます。

（例） abcd123! 〇：設定可能です。
 abcdefg! ×：数字が入っていないため設定できません。
 abcd1234 ×：記号が入っていないため設定できません。
2．ユーザIDのロック
パスワードの入力を10 回連続で間違えるとユーザ ID がロック（日付が変わってもリセットされ
ません。）され、ログインできなくなりますのでご注意ください。もし、ログインできなくなって
しまった場合は、トップページの「ユーザ ID・パスワード再発行」をタップして、ユーザ ID・パ
スワード再発行の申込みを行ってください。ユーザＩＤ・パスワードの再発行の詳細は47ペー
ジの「ユーザID･パスワード再発行方法」にて解説します。

「入力したパスワードを表示する」に
チェックを入れると、入力内容を確認でき
ます。

「ユーザID通知書」に記載された「初期パ
スワード」と、ご自分で作成した「新パス
ワード」を入力してください。入力が完了
したら、「変更」をタップしてください。
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マイナポータルとの連携

マイナポータルの利用方法

電子申請・届出システム Liteでは、マイナポータルと連携を行い、マイナンバーカードでログインすれば、
以降はユーザＩＤ・パスワードを入力しなくても電子申請・届出システム Liteにて手続きが行えます。

※マイナポータルを使った簡単なログインの詳しい方法は、こちらをご覧ください。
https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/manual/cat_myna_link/man_about_myna.html

■マイナポータル連携を初めて行う方
　ユーザID・パスワードを忘れた場合や新規ユーザ登
録がお済みでない場合には本手続きができません。電
子申請・届出システム Liteのログインに有効なユーザ
ID・パスワードを準備して、ご利用ください。

①マイナポータルにログインし、メインメニューから
「もっとつながる」ボタンをクリックします。

②「つながっていないウェブサイト」一覧にある「総務
省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」の「つなぐ」
ボタンをクリックします。

③マイナポータルの同意確認を行います。アカウント
をつなぐ場合は「同意」ボタンをクリックします。

⑤つながり完了画面が表示され、マイナポータルのア
カウントと電子申請・届出システム Liteのアカウントが
つながりました。画面のボタンを選択して、電子申請・
届出システム Liteまたはマイナポータルメインメ
ニューを利用します。マイナポータルを継続して使用す
る場合は、「マイナポータルメインメニューへ」ボタンを
クリックします。

■マイナポータル連携を行った後は
マイナポータルにログイン後、メインメニューから

「もっとつながる」ボタンをクリックし、「つながっている
ウェブサイト」一覧にある「総務省 電波利用 電子申請・
届出システム Lite」をクリックすることで、電波利用 電
子申請・届出システム Lite側でユーザID・パスワードを
入力することなく、利用が可能となります。

④電子申請・届出システム Liteの同意確認を行います。
アカウントをつなぐ場合は「ユーザID」及び「パスワー
ド」を入力し、「同意」ボタンをクリックします。

※マイナポータルとの連携には、マイナンバーカードが必要です。

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザ登録
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

パスワードを忘れたり、ユーザＩＤがロックされてしまった場合は「ユーザＩＤ・パスワード再発行」の手続き
が必要です。
ユーザＩＤ・登録済みメールアドレスがわかる場合は、「メール」による再発行手続きが便利です。以降メール
による手順を説明します。
そのほか、「はがき郵送」による手続きもあります。はがきによる手順は48ページをご参照ください。

パソコン表示の場合

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面① （Liteメニュー）

ユーザID・パスワード再発行方法

Liteのトップ画面の「ユーザID・パスワード
再発行」をクリックしてください。

開局申請タブを選択してください。

（メールによる手続き－ユーザID・登録済みメールアドレスがわかる場合－）
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

「ユーザID・登録済みメールアドレスがわ
かる場合」項目の「パスワードの再設定へ
進む」ボタンをクリックします。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面② （再発行方法の選択）

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面③ （本人確認情報の入力）

・次の画面に進むには必須項目を正しく
入力する必要があります。
・半角文字のみ入力できます。

本人確認情報の入力画面が表示されます。
登録しているユーザIDとメールアドレスを
入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

入力内容を確認し、[送信]ボタンをクリック
してください。
内容に誤りがある場合は、[戻る]ボタンで
前の画面に戻り内容を修正します。

総務太郎　さん

総務太郎　さん

総務太郎　さん
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザID・パスワード再発行画面④ （受付完了）

メールが届かないときは、ユーザIDまた
は登録済みメールアドレスの入力を間
違えている場合があります。正しい情報
で手続きをやり直してください。
ユーザIDとメールアドレスがわからない
場合は、はがき郵送による手続きができ
ます（48ページ参照）。

ユーザID・パスワード再発行画面⑤ （メールの確認）

受付完了画面が表示され、登録済みの
メールアドレス宛にパスワード再設定用
のURLが記載されたメールが送信されま
す。
メールを受信しているかご確認ください。

受信したメールを開き、本文記載のURLか
ら「パスワード再設定画面」を開いてくださ
い。

総務太郎　さん
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザID・パスワード再発行画面⑥ （新規パスワードの入力）

ここでは半角文字のみ入力できます。

本手続き後、別途はがき郵送によるユー
ザID・パスワード再発行を行うとパス
ワードがリセットされるため、ここで設定
したパスワードがご利用できなくなる場
合があります。

ユーザIDと新しいパスワードを入力して、
「送信」ボタンをクリックしてください。

設定完了画面がでたら終了です。新しく設
定したパスワードは、この時点で有効とな
ります。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザID・パスワード再発行画面① （Liteメニュー）

（はがき郵送による手続き－ユーザID・登録済みメールアドレスがわからない場合－）

Liteのトップ画面の「ユーザID・パスワード
再発行」をクリックしてください。

開局申請タブを選択してください。

「はがき郵送によるユーザID・パスワード
の再発行」項目の「ユーザID・パスワードの
再発行へ進む」ボタンをクリックします。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面② （再発行方法の選択）
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面③ （再発行情報入力）

既にアマチュア局を開設し、有効な免許
がある方は「開設済」を選択してくださ
い。

必要事項を全て入力後、最下部にスク
ロールし、「次へ」ボタンをクリックして
ください。

社団局（クラブ）の場合は「社団」をチェッ
クし、必要事項を入力してください。

●ガイドに従い、各フィールドにユーザ情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。
ユーザID・パスワード再発行の入力画面は、ユーザ登録画面（32ページ～34ページ参照）を参考に入力してく
ださい。
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ユーザＩＤ・パスワード再発行画面④ （ユーザ情報の確認・送信）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

入力いただいた内容が一覧表示され
ます。

入力内容に誤りがないことを確認し、
「送信」をクリックしてください。誤りが
ある場合は「戻る」をクリックして前
ページの入力画面に戻り、訂正してく
ださい。
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送信が完了すると申込みの到着をお知
らせするメールが送信されます。メー
ルをご確認ください。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面⑤ （送信完了・問い合わせ番号の確認）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

「ユーザ登録」に関するご注意

親 展 転送不可

「総務省 電波利用 電子申請･届出システムLite」の
 ユーザIDのお知らせです。

〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局

ここからはがして開封してください。

サンプル

◆ユーザ登録を行ってから１週間程度経っても、ユーザID 通知書が届かない
1週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性が
あります。また、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあって
も転居先の住所には転送されません。お申込みの際に入力されたメールアドレス宛に、不
備通知が届いていないかご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

◆登録内容の変更について
ユーザIDの取得後は、登録内容の変更ができます。グローバル
ナビの機能一覧-Liteでできること-リンクをクリックして、
「ユーザ情報変更」から変更してください。

送信が完了すると「お問い合わせ番号」が
表示されます。お問い合わせ番号は、パス
ワード再発行に関する問い合わせを総合
通信局等に行う際に必要な番号ですので、
記録（メモ）しておいてください。

送信が完了すると申込みの到着をお知ら
せするメールが送信されます。メールをご
確認ください。

申込みから１週間程度で「ユーザID通知
書」が郵送（再発行）されます。
それまでは一切、操作またはログインしな
いようにお願いいたします。
依頼してから１週間経過しても届かない場
合は、以下をご参照ください。

「ユーザ登録」に関するご注意

親 展 転送不可

「総務省 電波利用 電子申請･届出システムLite」の
 ユーザIDのお知らせです。

〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局

ここからはがして開封してください。

サンプル

◆ユーザ登録を行ってから１週間程度経っても、ユーザID 通知書が届かない
1週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性が
あります。また、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあって
も転居先の住所には転送されません。お申込みの際に入力されたメールアドレス宛に、不
備通知が届いていないかご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

◆登録内容の変更について
ユーザIDの取得後は、登録内容の変更ができます。グローバル
ナビの機能一覧-Liteでできること-リンクをクリックして、
「ユーザ情報変更」から変更してください。
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パスワードを忘れたり、ユーザＩＤがロックされてしまった場合は「ユーザＩＤ・パスワード再発行」の手続き
が必要です。ユーザＩＤ・登録済みメールアドレスがわかる場合、「メール」による再発行手続きが便利です。
以降メールによる手順を説明します。
そのほか、「はがき郵送」による手続きもあります。はがきによる手順は56ページをご参照ください。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面① （Liteメニュー）

ユーザID・パスワード再発行方法

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

スマートフォン等では画面の中頃にある「ユーザID・パスワード再発行」ボタンをタップしてください。

Liteのトップ画面の「ユーザID・パスワード
再発行」をタップしてください。

スマートフォン等で表示の場合

（メールによる手続き－ユーザID・登録済みメールアドレスがわかる場合－）
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面② （再発行方法の選択）

「メールによるパスワードの再設定」項目
の「パスワードの再設定に進む」ボタンを
タップします。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面③ （本人確認情報の入力）

本人確認画面が表示されます。
登録しているユーザIDとメールアドレスを入
力し、[次へ]ボタンをタップします。

・次の画面に進むには必須項目を正しく
　入力する必要があります。
・半角文字のみ入力できます。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザID・パスワード再発行画面④ （入力内容確認画面）

入力内容を確認し、[送信]ボタンをタップし
てください。
内容に誤りがある場合には、[戻る]ボタン
で本人確認画面に戻り内容を修正します。

ユーザID・パスワード再発行画面⑤ （受付完了）

メールが届かない場合、ユーザIDまたは
登録済みメールアドレスの入力を間違え
ている場合があります。正しい情報で手
続きをやり直してください。
ユーザIDとメールアドレスがわからない
ときは、はがき郵送による手続きができ
ます（56ページ参照）。

受付完了画面が表示され、登録済みの
メールアドレス宛にパスワード再設定用
のURLが記載されたメールが送信されま
す。
発行のメールを受信しているかご確認くだ
さい。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザID・パスワード再発行画面⑥ （メールの確認）

受信したメールを開き、本文記載のURLか
ら「パスワード再設定画面」を開いてくださ
い。

ユーザID・パスワード再発行画面⑦ （新規パスワードの入力）

ここでは半角文字のみ入力できます。

※本手続き後、別途はがき郵送による
ユーザID・パスワード再発行を行うとパ
スワードがリセットされるため、ここで設
定したパスワードがご利用できなくなる
場合があります。

ユーザIDと新しいパスワードを入力して、
「送信」ボタンをタップしてください。

設定完了画面がでたら終了です。新しく設
定したパスワードは、この時点で有効とな
ります。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面① （Liteメニュー）

スマートフォン等では画面の中頃にある「ユーザID・パスワード再発行」ボタンをタップしてください。

Liteのトップ画面の「ユーザID・パスワード
再発行」をタップしてください。

（はがき郵送による手続き－ユーザID・登録済みメールアドレスがわからない場合－）

「はがき郵送によるユーザID・パスワードの再発
行」項目の「ユーザID・パスワードの再発行へ進
む」ボタンをタップします。

はがき郵送の再発行を行った場合は、ユーザ
ID通知書が届くまでログインの操作をしない
でください。再発行されたユーザID・パスワー
ドでもログインできなくなるおそれがありま
す。
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ユーザID・パスワード再発行の入力画面は、ユーザ登録画面（32ページ～34ページ参照）を参考に入力してく
ださい。必要事項はすべて入力してください。

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面② （再発行情報入力）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

社団局（クラブ）の場合は「社団」をチェッ
クし、必要事項を入力してください。

以降の入力は次のページに続きます。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

既にアマチュア局を開設し、有効な免許
がある方は「開設済」を選択してくださ
い。

必要事項を全て入力後、最下部にスク
ロールし、「次へ」ボタンをタップしてく
ださい。

住所や電話番号などの情報入力を続けます。必要事項はすべて入力してください。
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ユーザＩＤ・パスワード再発行画面③ （ユーザ情報の確認・送信）

STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

入力いただいた内容が一覧表示され
ます。

入力内容に誤りがないことを確認し、
「送信」をタップしてください。誤りがあ
る場合は「戻る」をタップして前ページ
の入力画面に戻り、訂正してください。
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STEP1:新規ユーザ登録／ユーザID・パスワード再発行方法

ユーザＩＤ・パスワード再発行画面④ （送信完了・問い合わせ番号の確認）

送信が完了すると「お問い合わせ番号」が表示
されます。お問い合わせ番号は、パスワード再発
行に関する問い合わせを総合通信局等に行う
際に必要な番号ですので、記録（メモ）しておい
てください。

送信が完了すると申込みの到着をお知らせす
るメールが送信されます。メールをご確認くだ
さい。

「ユーザ登録」に関するご注意

親 展 転送不可

「総務省 電波利用 電子申請･届出システムLite」の
 ユーザIDのお知らせです。

〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局

ここからはがして開封してください。

サンプル

◆ユーザ登録を行ってから１週間程度経っても、ユーザID 通知書が届かない
1週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性が
あります。また、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあって
も転居先の住所には転送されません。お申込みの際に入力されたメールアドレス宛に、不
備通知が届いていないかご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

◆登録内容の変更について
ユーザIDの取得後は、登録内容の変更ができます。グローバルナビの機
能一覧-Liteでできること-リンクをタップして、「ユーザ情報変更」から
変更してください。

申込みから１週間程度で「ユーザID通知書」が
郵送（再発行）されます。
それまでは一切、操作またはログインしないよ
うにお願いいたします。
依頼してから１週間経過しても届かない場合
は、以下をご参照ください。
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申請・届出2
STEP

開局申請

開局申請入力画面① （Liteメニュー）

開局申請入力画面② （申請手続き・入力方法選択）

STEP２では、Liteで行える各種手続き等について解説します。
（「開局申請」、「再免許申請」、「変更申請」、「廃止届」、「取下げ願」、「追加書類の提出」）

パソコン表示の場合

アマチュア局を開設する場合の申請手続きです。

Liteのトップ画面の「申請・届出」をクリッ
クしてください。

新たに申請手続きを開始する場合は、こ
ちらのラジオボタンをクリックして、
チェックを入れてください。

開局申請を行う上で、無線従事者免許証
が必要になります。

不備通知が届いた場合は、こちらを
チェックします。（88ページを参照）

必要事項の全てを最初から入力する場
合は、こちらをクリックしてください。

以前に保存したファイルを利用する場合
は「保存したファイルを読み込んで編集」
をクリックしてください。

ログイン後、開局申請タブを選択してくだ
さい。
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開局申請入力画面③ （申請者情報入力）

社団局（クラブ）の場合は「社団（クラブ）」を
チェックし、必要事項を入力してください。

5年未満を希望する場合のみ、チェックし入力く
ださい。
最大有効期間（5年間）を希望する場合はチェッ
ク・入力不要です。

個人名（又は社団（クラブ）代表者名）を入力し
てください。

電波利用料の前納の申出が可能です。前納を
希望する場合は、チェックを入れてください。

「１ 申請者」で入力した情報が転写されます。

電子メールアドレスは別途記入します。

上記の入力が完了したら、「次へ」をクリックし
てください。

提出先の総合通信局長等を選択してください。

担当部課は、選択した「宛先」に合わせて自動
表示されます。

「登録済みユーザ情報を自動入力」をクリックす
ると、ユーザIDに紐付いた登録情報が自動的に
設定されます。

STEP2 :申請・届出／開局申請

郵便番号、都道府県・市区町村、町・丁目・番地
等、電話番号を入力してください。町・丁目・番
地等にはアパート・マンション名も入力してくだ
さい。

電波法第５条により、欠格事由に該当する場合
は、無線局免許が付与されない場合があります。
アマチュア局の場合は、電波法令に違反して刑
罰を受けたり、無線局免許の取消処分を受ける
などしてから２年以内の方が欠格事由に該当
します。

●ガイドに従い、各フィールドに申請情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。
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STEP2 :申請・届出／開局申請

無 線 従 事 者 免 許 証

「申請書」ページで入力した情報が転写
されます。

「４住所」で入力した情報が転写されま
す。

※ ハ イ フ ン 以 降 の 入 力 欄 は 、
「ABCD99999-99」のように、免許の番号
にハイフンがある場合のみ入力してくだ
さい。

●ガイドに従い、各フィールドに申請情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。

無線従事者免許証の番号を
入力してください。

開局申請入力画面④ （事項書及び工事設計書入力画面　その１）

●引き続き、各フィールドに申請情報を入力してください。（必須）は全て入力または設定してください。

開局申請入力画面⑤ （事項書及び工事設計書入力画面　その２）
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STEP2 :申請・届出／開局申請

開局申請入力画面⑥ （事項書及び工事設計書入力画面　その３）

開局申請入力画面⑦ （事項書及び工事設計書入力画面　その４）

技術基準適合証明のシールの例
技適設備には、無線機に証明のシールが
貼ってあります。

希望する周波数帯・電波の型式･空中線
電力をチェック又は入力してください。

希望する周波数等は、無線設備の取扱説
明書等をご確認の上チェックしてくださ
い。

電波の型式は、『「電波の型式」の入力形
式』の中の一括記載コード一覧を参照し
てください。

現にアマチュア局を開設しているとき、又
は過去に開局していたアマチュア局の呼
出符号（コールサイン）の再割り当てを希
望する場合は、当てはまる項目をチェック
してください。

無線設備の詳細を入力します。追加ボタ
ンを押下後「工事設計情報入力」画面に
移動します。

「工事設計情報入力」画面で、技適設備の
入力か技適設備以外の入力か、選択しま
す。（技適は65ページ、技適以外は66ペー
ジをそれぞれ参照）

免許の失効から6ヶ月を経過したアマ
チュア局の呼出符号（コールサイン）の再
割り当てを希望する場合は、「追加」をク
リックし、以前その呼出符号を指定されて
いたことを示す資料（免許状の写し等）を
添付してください。（注：なお、希望された
呼出符号が、既に他の局に指定されてい
る場合は、その呼出符号を指定すること
はできません。）

空中線の型式や添付図面がある場
合は、こちらに入力してください。

上記文言を確認し、チェックを入
れてください。

「次へ」をクリックしてくださ
い。開局申請入力画面⑧（申
請手数料の設定）67ページ
へ
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STEP2 :申請・届出／開局申請

▶技適設備の入力方法 （工事設計書の編集画面）

前ページの開局申請入力画面⑦へ

技適番号の入力後に「技適番号等チェッ
ク」をクリックします。
入力した番号に間違いがないか必ず
チェックしてください。

装置の番号（何台目の無線機であるか）を
入力してください。

適合表示無線設備の番号（技適番号）を
入力してください。

適合表示無線設備（技適設備）の場合は
チェックを入れてください。

全ての入力が完了したら「設定」をクリック
してください。

技適設備をそのまま使用される場合は、入
力不要です。

複数の無線設備がある場合は「設定」をク
リックした後に２件目、３件目と登録してく
ださい。
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▶技適設備以外の入力方法 （工事設計書の編集画面）▶技適設備以外の入力方法 （工事設計書の編集画面）

64ページの開局申請入力画面⑦へ

「選択」にチェックを入れると、入力できる
ようになります。
ご使用予定の無線設備を確認し、「発射
可能な電波の型式及び周波数の範囲」や
「変調方式」等の必要事項を入力してくだ
さい。

以下の場合は、保証（法第三章の技術基
準に適合していることの保証）を受けれ
ば簡易な手続き（検査の省略）で開局す
ることができます。保証の手続きは一般
財団法人日本アマチュア無線振興協会
（JARD）又はTSS株式会社のホームペー
ジでご確認ください。

・適合表示無線設備以外の無線設備の
場合など

全ての入力が完了したら、「設定」をクリッ
クしてください。

適合表示無線設備以外の入力の場合は
チェックしないでください。

複数の無線設備がある場合は「設定」を
クリックした後に２件目、３件目と登録し
てください。

インターネットで保証を受ける流れ【概要】※
1. 電子申請Liteで開局申請のファイルを作成して保存
2. 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会（JARD）又は
    TSS株式会社のホームページから保証内容を入力して送信
3. 1で作成したファイルをアップロード
4. 受付番号の確認
5. 保証料の振込み
6. 保証申込み完了

（一財）日本アマチュア無線振興協会（JARD）又はTSS（株）から保
証書（PDFファイル）をメール受領。Liteで開局申請を行う際に保
証書（PDFファイル）を添付する。

※詳細は保証実施者の各ホームページ等をご確認ください。

装置の番号（何台目の無線機であるか）
を入力してください。

STEP2 :申請・届出／開局申請
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中 略中 略

「手数料自動計算」をクリックしてください。

送信後、免許状受取方法の訂正はできません。

自動的に空中線電力と手数料額が入力されます。

STEP2 :申請・届出／開局申請

免許状受取方法を選択してください。
・返信用封筒別送　　
・窓口受領
・送料受取人払いによる受取
受取方法については、101ページをご参照ください。

「送料受取人払いによる受取」を選択した場合は、
「個人情報の取り扱い（個人情報の提供に同意す
る）」にもチェックをいれていただく必要があります。

「送料受取人払いによる受取」を希望する場合は、免
許状送付先住所等を入力する必要があり、「申請者
情報から自動入力」をクリックすると、「申請書」ペー
ジで入力した情報が転写されます。

全ての入力が完了したら、「次へ」をクリックしてくだ
さい。

免許状受取方法について、選択したとおりの方法と
なっているかを確認してください。受取方法につい
ては、101ページをご参照ください。

入力内容に誤りがないことを確認し、「次へ」をクリッ
クします。

誤りがある場合は、「戻る」をクリックして、前ページ
の入力画面に戻り、訂正してください。

開局申請入力画面⑧ （申請手数料の設定）

開局申請入力画面⑨ （申請情報確認）
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。

入力した申請・届出情報を保存する場合は、「入
力内容保存」をクリックしてください。
※保存をすると、提出後の内容の確認や不備補
正時の修正に利用でき、便利です。

申請情報を送信する場合は、「送信」をクリックし
てください。

送信が完了すると「問い合わせ番号」が表示され
ます。問い合わせ番号は、電子申請に関する問い
合わせを総合通信局等に行う際に必要な番号で
すので、記録（メモ）しておいてください。

申請完了後の手順等が表示されていますので、
ご確認いただければ、終了です。

ユーザ登録されたメールアドレスに、審査結果
の通知、不備通知、申請手数料や電子納付の依
頼通知などのメールを送信しますので、メールア
ドレスを変更された場合は、機能一覧（Liteでで
きること）画面の「ユーザ情報変更」で現行の
メールアドレスに変更をお願いします。

開局申請入力画面⑩ （申請情報の保存・送信）

STEP2 :申請・届出／開局申請

開局申請入力画面⑪ （問い合わせ番号の確認）
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再免許申請

再免許入力画面① （Liteメニュー）

再免許入力画面② （申請手続き・入力方法選択）

アマチュア局免許の有効期間を更新する場合の申請手続きです。
再免許申請は、免許の有効期間満了の1年前の翌日から1ヶ月前までに申請する必要があります。

STEP2 :申請・届出／再免許申請

再免許申請は、無線局の有効期間が満了する１ヶ
月前までに提出しなければなりません。（提出期間
は、有効期間満了の１年前の翌日から１ヶ月前ま
でとなっています。
例：2020年4月1日が有効期間満了日の場合は
2019年4月2日～2020年3月1日）

Liteのトップ画面の「申請・届出」をクリックしてく
ださい。

「新たに再免許申請を開始する」をチェックしてく
ださい。

不備通知が届いた場合は、「提出済みの申請の補
正を行う」をチェックします。（88ページ参照）

再免許申請タブを選択してください。

申請を行う上で、有効な無線局免許状を参照して
いただきますので、お手元に用意してください。
有効な免許がない方は無線局が失効している可
能性があるため、総合通信局にお問い合わせい
ただき、無線局が有効かご確認ください。

パソコン表示の場合
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「次へ」ボタンは、全ての必須項目を入力すると
押すことができます。

免許番号を入力します。
免許番号から申請情報を自動取得できた場合、
再免許の申請情報を入力する画面が表示されま
す。
※新規ユーザ登録時に無線局を未開設として登
録した場合、申請情報が自動取得できないこ
とがあります。その場合は、必要な情報をご自
身で入力することで申請を行えます。

申請者情報、無線局事項書及び工事設計書に変
更が無いことを確認します。

STEP2 :申請・届出／再免許申請

申請手続を選択後、全ての必須項目を入力し、
「次へ」ボタンを押してください。
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STEP2 :申請・届出／再免許申請

再免許入力画面③ （再免許の申請情報入力） 

ユーザ情報や免許情報より自動取得さ
れます。

必ずどちらかにチェックをお願いしま
す。

各入力欄に必要な項目を入力し、「次
へ」ボタンを押すと、「内容確認」画面
を表示します。
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STEP2 :申請・届出／再免許申請

再免許入力画面④ （申請情報確認）

免許状受取方法について、選択したとお
りの方法となっているかを確認してくだ
さい。受取方法については、101ページを
ご参照ください。

入力内容に誤りがないことを確認し「送
信」ボタンをクリックすると送信完了とな
ります。

送信後、免許状受取方法の訂正はできま
せん。
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STEP2 :申請・届出／再免許申請

再免許入力画面⑤ （送信完了・申請情報の保存）

送信が完了すると「問い合わせ番号」が
表示されます。問い合わせ番号は、電子
申請に関する問い合わせを総合通信局
等に行う際に必要な番号ですので、記録
（メモ）しておいてください。

送信が完了すると申請の到着をお知らせ
するメールが送信されます。メールをご
確認ください。

送信完了後の流れが表示されています
ので、ご確認ください。
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再免許申請

STEP2 :申請・届出／再免許申請

再免許入力画面① （Liteメニュー）

アマチュア局免許の有効期間を更新する場合の申請手続きです。
再免許申請は、免許の有効期間満了の1年前の翌日から1ヶ月前までに申請する必要があります。

スマートフォン等で表示の場合

「再免許申請」タブを選択し、[申請・届出]ボタンをタップします。

再免許申請は、無線局の有効期間が満了する１ヶ
月前までに提出しなければなりません。（提出期間
は、有効期間満了の１年前の翌日から１ヶ月前ま
でとなっています。
例：2020年4月1日が有効期間満了日の場合は
2019年4月2日～2020年3月1日）

申請を行う上で、有効な無線局免許状を参照して
いただきますので、お手元に用意してください。
有効な免許がない方は無線局が失効している可
能性があるため、総合通信局にお問い合わせい
ただき、無線局が有効かご確認ください。

各申請の手順はアコ
ーディオン方式となっ
ており、タップで開閉
します。
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再免許入力画面② （申請手続き・入力方法選択）

STEP2 :申請・届出／再免許申請

免許番号を入力します。
免許番号から申請情報を自動取得できた場合、
再免許の申請情報を入力する画面が表示されま
す。
※新規ユーザ登録時に無線局を未開設として登
録した場合、申請情報が自動取得できないこ
とがあります。その場合は、必要な情報をご自
身で入力することで申請を行えます。

申請者情報、無線局事項書及び工事設計書に変
更が無いことを確認します。

「新たに再免許申請を開始する」をチェックしてく
ださい。

不備通知が届いた場合は、「提出済みの申請の補
正を行う」をチェックします。（88ページ参照）
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各入力欄に必要な項目を入力し、「次へ」ボタ
ンをタップすると、「内容確認」画面を表示しま
す。

以降の入力は右の図に続きます。

STEP2 :申請・届出／再免許申請

ユーザ情報や免許情報より自動取得されます。

必ずどちらかにチェックをお願いします。

再免許入力画面③ （再免許の申請情報入力） 
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STEP2 :申請・届出／再免許申請

免許状受取方法について、選択したとお
りの方法となっているかを確認してくだ
さい。受取方法については、101ページを
ご参照ください。

送信後、免許状受取方法の訂正はできま
せん。

入力内容に誤りがないことを確認し「送
信」ボタンをタップすると送信完了となり
ます。

再免許入力画面④ （申請情報確認）
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送信が完了すると「問い合わせ番号」が
表示されます。
問い合わせ番号は、電子申請に関する問
い合わせを総合通信局等に行う際に必
要な番号ですので、記録（メモ）しておい
てください。

再免許入力画面⑤ （送信完了・申請情報の保存）

STEP2 :申請・届出／再免許申請

送信が完了すると申請の到着をお知らせ
するメールが送信されます。メールをご
確認ください。

送信完了後の流れが表示されています
ので、ご確認ください。
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パソコン表示の場合

変更申請

変更申請（届出）入力画面①(Liteメニュー)

変更申請（届出）タブを選択し
てください。

Liteのトップ画面の「申請・届
出」をクリックしてください。

無線設備等の変更や、免許状に記載された事項（住所・氏名等）の
変更・訂正を行う場合の申請手続きです。

STEP2 :申請・届出／変更申請

不備通知が届いた申請書や届出書を修正提出するには、補正対象申請の各入力画面②で「提出済み
の申請を修正して再提出（補正後提出）します」を選択して進めてください。（88ページ～90ページを参
照）「申請書」の画面では、無線局免許状の免許番号を入力してください。「工事設計書」の画面では、変
更の種別の入力をしてください。

変更申請（届出）の入力画面は開局申請の入力画面とほぼ同じです。開局申請の解説（61ページ～68
ページ参照）を参考に入力してください。以下、開局申請の入力画面と異なる主な部分を説明します。
（必須項目以外は変更のある項目だけの入力で問題ありません。）

変更申請は、周波数等の追加や無線設備の追加・変更等の場合に行う手続きです。
転居等で申請者情報の住所を変更する場合は、新しい住所を入力してください。ただし、設置（常置）場
所を変更しない場合は、変更する欄の番号として「１１　無線設備の設置場所又は常置場所」にチェッ
クを入れないでください。

住所変更をする場合は、ユーザIDの住所も、変更後の新しい住所に自ら修正してから申請を行ってくだ
さい。
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変更申請（届出）入力画面② （事項書・工事設計書） 

STEP2 :申請・届け出／変更申請

変更する欄の番号にチェックを入れてくだ
さい。選択した番号の項目が入力可能に
なります。

全ての入力を終えたら、「次へ」をクリック
してください。

STEP2 :申請・届出／変更申請
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STEP2 :申請・届出／変更申請

変更申請の場合、「送料受取人払いによる受取」が利用
できません。

開局申請入力画面⑩（68ページ）と同様の画面になります
ので、参考にして操作を進めてください。

「次へ」をクリックしてください。

申請届出事項の該当する項目にチェックを入れてください。

変更申請（届出）入力画面③ （申請届出事項） 
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パソコン表示の場合

廃止届

STEP2 :申請・届出／廃止届

廃止届入力画面① （Liteメニュー）

廃止届入力画面② （申請手続き・入力方法選択）

アマチュア局を廃止する場合の手続きです。

廃止届タブを選択してください。

Liteのトップ画面の「申請・届出」をク
リックしてください。

不備通知が届いた場合は、「提出済みの
申請書を修正して再提出（補正後提出）
します。」をチェックします。（88ページ参
照）

入力方法を選択してください。

申請する手続きを選んでください。
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STEP2 :申請・届出／廃止届

廃止届入力画面③ （届出情報入力）

廃止届入力画面④ （届出詳細入力）

申請書提出先の総合通信局長等を選択
してください。

「登録済みユーザ情報を自動入力」をク
リックすると、ユーザIDに紐づいた登録
情報が自動的に設定されます。

社団局（クラブ）の場合は「社団（クラ
ブ）」をチェックし、必要事項を入力してく
ださい。

個人名（又は社団（クラブ）代表者名）を
入力してください。

郵便番号、都道府県・市区町村、町・丁
目・番地等、電話番号を入力してください。
町・丁目・番地等にはアパート・マンショ
ン名も入力してください。

担当部課は、選択した「宛先」に合わせて
自動表示されます。

免 許 の 番 号 、呼 出 符 号
（コールサイン）を入力して
ください。

廃止年月日は届出日（本日）より後の年月
日を入力してください。

入力を完了したら「次へ」をクリックして
ください。内容確認画面が表示されます
ので、内容を確認し「次へ」をクリックし
てください。

「１ 届出者」で入力した情報が転写され
ます。

電子メールアドレスは別途記入します。
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STEP2 :申請・届出／廃止届

「送信」をクリックしてください。

入力した申請・届出情報を保存する場合
は、「入力内容保存」をクリックしてくださ
い。※保存をすると、提出後の内容の確
認や不備補正時の修正に利用でき、便
利です。

送信が完了すると「問い合わせ番号」が
表示されます。問い合わせ番号は電子申
請に関する問い合わせを総合通信局等
に行う際に必要な番号ですので、記録
（メモ）しておいてください。

送信が完了すると届出の到着をお知ら
せするメールが送信されます。メールを
ご確認ください。

廃止届入力画面⑤ （届出書の送信）

廃止届入力画面⑥ （届出完了）
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STEP2 :申請・届出／その他の操作［取下げ願］

必須事項を入力し「次へ」をクリックしま
す。

社団局（クラブ）の場合は「社団（クラ
ブ）」をチェックし必要事項を入力します。

以下のように理由が分かるよう入力して
ください。
・申請を取りやめるため。
・同じ内容を２度申請してしまったため。
・誤った手続きを申請してしまったため。

内容確認画面が表示されるので、内容
を確認後「次へ」をクリックします。開局
申請入力画面⑩（68ページ）と同様の画
面になるので参考にしてください。

「登録済みユーザ情報を自動入力」をク
リックすると、ユーザID・パスワード取得
時に登録したユーザ情報が自動で転写
されます。

取下げ願を出すには、電子申請番号が
必要です。「申請履歴照会」から電子申請
番号を確認し、メモしておいてください。

ログイン後、トップ画面の「その他機能」
タブ から「機 能 一 覧（L i t eでできるこ
と）」を選択し、「取下げ願」をクリックし
てください。

新たに申請の取下げを行う場合は、こち
らのラジオボタンにチェックを入れます。

取下げ願に対する不備通知が届いた場
合は、こちらをチェックします。（88ページ
を参照）

必要事項を最初から入力する場合は、こ
ちらをクリックしてください。

その他の操作 ［ 取下げ願 ］
電子申請で提出済みの申請・届出の取下げをする場合の手続きです。

パソコン表示の場合
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※提出可能な添付ファイルについては18ページをご参照ください。

本手続きには電子申請番号が必要です。
「申請履歴照会」から電子申請番号を確

認し、メモしておいてください。

ログイン後、トップ画面の「その他機能」
タブ から「機 能 一 覧（L i t eでできるこ
と）」を選択し、「追加書類の提出」をク
リックしてください。

その他の操作 ［ 追加書類の提出 ］
電子申請で行ったアマチュア局の申請・届出等について添付書類等の
追加書類を送付する場合の手続きです。

パソコン表示の場合

新たに追加別送を行う場合には、[必要
事項の全てを最初から入力]ボタンをク
リックします。

「追加」をクリックし、ファイルの選択画面
に進みます。

電子申請番号を入力してください。

STEP2 :申請・届出／その他の操作［追加書類の提出］
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ファイルを指定したら、「次へ」をクリック
して送信します。

開局申請入力画面⑩（68ページ）と同様
の画面になりますので、参考にして操作
を進めてください。

送付するファイルを指定してください。
ファイルが複数ある場合は1ファイルず
つ指定し、最後に「設定」をクリックしま
す。

20MBまで送付可能です。詳細は、18
ページをご参照ください。

STEP2 :申請・届出／その他の操作［追加書類の提出］
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「機能一覧」画面の「通知書照会」をクリックし、
続いて検索を行ってください（通知書が多い場
合は、通知年月日等で絞り込みが可能です）。

申請内容に不備があった場合は、電子メールにて不備補正
の通知がされますので、不備内容を確認し、修正の上、再提出
（補正後提出）が必要です。

送信後「不備通知」が届いた場合

STEP2 :申請・届出／参考

参考

パソコン表示の場合

ここでは「開局申請の補正を行う場合」を例に解説し
ます。

検索結果として表示された「通知番号」をクリッ
クします。詳細が表示されるので、「不備理由」及
び「電子申請番号」を確認してください。

補正依頼のお知らせメールが届きます。
メールのリンクから電子申請Liteにログインし
てください（ログイン後は自動的に「機能一覧」
画面へ移行）。

画面上部のメッセージのリンクからも照会画面
に飛ぶことができます。

確認後、通知書照会画面の「機能一覧へ戻る」
ボタンをクリックし、機能一覧画面に戻ります。

※メールのイメージです
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STEP2 :申請・届出／参考

「送信」をクリックしてください。

入力方法を選択してください。

入力画面が表示されたら修正箇所を入力しな
おし、「次へ」ボタンをクリックして「保存・送信」
画面まで進みます。

不備通知の電子メール本文又は「機能一覧（Lite
でできること）」画面「申請履歴照会」から控えた
電子申請番号を確認し、入力してください。

開局申請入力画面（68ページ）を参考にして
操作を進めてください。

「提出済みの申請書を修正して・・・」にチェック
を入れ、入力方法を選択し、必要事項を入力し
てください。

申請内容を保存されている場合は、「保存した
ファイルを読み込んで編集」をクリックしてくださ
い。
保存したファイルがない場合や初めから入力し
なおす場合は、「必要事項の全てを最初から入
力」をクリックしてください。

機能一覧画面の中で、補正したい申請ボタ
ン（開局申請、再免許申請等）をクリックして
ください。
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再免許申請の不備補正を行う場合

STEP2 :申請・届出／参考

「提出済みの申請の補正を行う」をチェックしてく
ださい。

「次へ」をクリックしてください。

再免許申請入力画面（パソコンの場合は、69ペー
ジ、スマートフォン等の場合は、74ページ）を参考
に操作を進めてください。

提出済み申請の電子申請番号を入力してください。
電子申請番号は補正依頼メール、又は不備内容の
通知書詳細に記載されていますのでご確認下さい。

免許番号を入力します。

免許番号から申請情報を自動取得できた場合、再
免許の申請情報を入力する画面が表示されます。
※申請情報が自動取得できなかった場合は必要
な情報を自分で入力することで申請を行えます。
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申請後の状況を確認したい場合

STEP2 :申請・届出／参考

参考

申請履歴照会画面では、最新10件の申請
履歴を表示します。「絞り込む」ボタンか
ら絞り込み検索ができます。申請履歴を
クリックすることで申請履歴詳細画面を
表示します。

提出した申請・届出の状態を確認するこ
とができます。

提出した申請・届出の詳細を確認したい
場合、又は添付書類をダウンロードした
い場合は、詳細画面に遷移します。

ログイン後、トップ画面の「その他機能」
タブから「機能一覧（Liteでできること）」
を選択し、「申請履歴照会」をクリックして
ください。

パソコン表示の場合
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STEP2 :申請・届出／参考

申請・届出内容、添付書類をダウンロード
できます。

パソコン表示の時のみダウンロードボタ
ンが表示されます。
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トップ画面の「機能一覧（Liteでできるこ
と）」を選択し、「申請履歴照会」をタップし
てください。

ログイン後、ページ右上のメニューボタンをタップして「機能一覧-Liteでできること-」をタップしてください。

機能一覧が表示されます。「申請履歴照会」ボタンをタップします。

STEP2 :申請・届出／参考

申請後の状況を確認したい場合参考

スマートフォン等で表示の場合
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申請履歴照会画面では、最新10件の申請
履歴を表示します。「絞り込む」ボタンか
ら絞り込み検索ができます。申請履歴を
タップすることで申請履歴詳細画面を表
示します。

提出した申請・届出の詳細を確認したい
場合は、対象の申請履歴を選択してくだ
さい。詳細画面に遷移します。

提出した申請・届出の状態を確認するこ
とができます。

STEP2 :申請・届出／参考
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手数料納付・免許状の受取3
STEP

◎ 納付通知（メール）イメージ

電子申請の手数料の納付は、「納付書」や「収入印紙」によ
る納付ではなく、ペイジー（Pay-easy）という仕組みに対応
した金融機関のＡＴＭまたはインターネットバンキング
から行っていただくことになります。申請書の「送信」完了
後、総合通信局又は総合通信事務所で審査を行い、不備
がなければ、納付通知（メール）をユーザ情報に登録し
ているメールアドレスに送付します。

メール受け取り 納付情報照会で番号確認 インターネットバンキングで支払
/ATMで支払

＊　申請手数料　電子納付手続きのお知らせ　＊

●●●●●●　様

申請が受け付けられましたので、申請手数料の電子納付手続きをお願いします。
申請手数料の問い合わせ番号は　S20180807- です。
注）　本メールに記載の「問い合わせ番号」だけでは、電子納付手続きは行えません。

■　手数料の電子納付手続きについて
　申請手数料の電子納付手続きは、「ペイジー（Pay-easy）」という仕組みに対応した金融機関（ゆうちょ銀行、都市銀行及び一部の地方銀行）の
　インターネットバンキング、またはATMから行ってください。

　電子納付手続きに際しては、以下３つの番号（納付情報）が必要になります。
　　１．収納機関番号
　　２．納付番号
　　３．確認番号

　下記リンクの「納付情報照会」から本メールに記載の問い合わせ番号で納付情報（収納機関番号、納付番号、確認番号）をご確認ください。
　ATMをご利用の場合は、この３つの番号をお手元にお控えいただき金融機関(ゆうちょ銀行、都市銀行及び一部の地方銀行)にお持ちください。
　インターネットバンキングをご利用の場合は「納付情報照会」から電子納付を行ってください。
　https://www.denpa.soumu.go.jp/id-pass/service2/appl?_TRANID=ATCSFROOT2

□　納付情報の確認手順と電子納付の方法は、以下のリンクより確認できます。
　　https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/manual/cat_introducing_various_info_method/man_payment_info_inquiry_flow.html

□　電子納付手続きに関するよくある質問は、以下のリンクより確認できます。
　　https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/faq/index.html#5

□　免許状の受取方法に関するよくある質問は、以下のリンクより確認できます。
　　https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/help/faq/index.html#6
---
総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite　ホームページURL
https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/index.html

本メールに関する問い合わせ先は、下記のホームページでご確認ください。
本メールの記載内容に関して身に覚えがない方もお問い合わせください。
https://www.denpa.soumu.go.jp/public2/contact/index.html

お問い合わせの際は問い合わせ番号をお伝えください。
なお、本メールの送信アドレスは送信専用となっております。
返信メールでのお問い合わせは承りかねますのでご了承ください。

申請手数料納付手続きについて

◆ 電子納付手続きのお知らせ（メール）
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納付情報照会①

パソコン表示の場合

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／申請手数料納付手続きについて

ログイン後、トップ画面の「その他機能」タブから「機能一覧（Liteでできること）」を選択してください。

機能一覧が表示されます。「手数料納付待ちの申請xx件あります（こちらをクリックして確認）」又は「納付情報
照会」をクリックしてください。

まだ手数料を納付していない
時は、こちらにメッセージが表
示されます。
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重 要

未納の場合には、「未納」マークが表示されます。
納付情報の詳細を確認する場合や、インターネット
バンキングから納付を行う場合は「納付番号」をク
リックしてください。

インターネットバンキングを登録されている方は、
「電子納付する」から電子納付が行えます。

登録されていない方はATMによる納付となりますの
で、収納機関番号等を確認した後、「戻る」をクリック
してください。ATMによる納付方法は100ページを参
考にしてください。

この画面では「納付期限」や「納付状態」、「収納日」の
一覧が確認できます。

手数料納付期限の確認をお願いします。再免許申請
は短くなっております。納付期限が過ぎている場合は、
管轄の総合通信局又は総合通信事務所の免許手続
き関係の電話番号（裏表紙参照）に相談してください。

ペイジーでの支払いには、「収納機関番号」「納付番
号」及び「確認番号」の３つの番号が必要となります
ので、記録（メモ）しておいてください。

納付情報照会②

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／申請手数料納付手続きについて

納付情報照会③
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まだ手数料を納付していない時は、
こちらにメッセージが表示されます。

機能一覧が表示されます。「手数料納付待ちの申請xx件あります（こちらをクリックして確認）」又は「納付情報
照会」をタップしてください。

ログイン後、ページ右上のメニューボタンをタップして「機能一覧-Liteでできること-」をタップしてください。

納付情報照会①

スマートフォン等で表示の場合

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／申請手数料納付手続きについて
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納付情報照会②

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／申請手数料納付手続きについて

納付情報照会③

重 要

インターネットバンキングを登録されている方は、
「電子納付する」から電子納付が行えます。

登録されていない方はATMによる納付となりますの
で、収納機関番号等を確認した後、「戻る」をタップし
てください。ATMによる納付方法は次ページを参考
にしてください。

この画面では「納付期限」や「納付状態」、「収納日」の
一覧が確認できます。

納付期限が過ぎている場合は、管轄の総合通信局又
は総合通信事務所の免許手続き関係の電話番号（裏
表紙参照）に相談してください。

「収納機関番号」「納付番号」及び「確認番号」の３つ
を確認し、記録（メモ）しておいてください。

未納の場合には、「未納」マークが表示されます。
納付情報の詳細を確認する場合や、インターネット
バンキングから納付を行う場合は「納付番号」をタッ
プしてください。
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ATMによる電子納付

ATMによる電子納付の流れ

このロゴが
目印です！ インターネットバンキングがご利用できない場合は、金融機関のペイジー対応のATM（ゆうちょ銀行、都

市銀行及び一部の地方銀行などで利用可能）から電子納付を行ってください。金融機関窓口では電子納
付することはできません。電子納付を行う際は、納付情報照会で確認した「収納機関番号」「納付番号」及
び「確認番号」が必要となります。なお、ATMによる電子納付を取り扱っていない金融機関もありますので
ご注意ください。

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／申請手数料納付手続きについて

ゆうちょ銀行のATM画面（イメージ）を例に解説しま
す。

ＡＴＭのトップ画面から「料金払込（ペイジー）」を選
択。（「税金・料金払い込み」と表記されることもあり
ます。）

「納付情報照会③」（97ページ、99ページ）で控えた「収
納機関番号」、「お客さま番号（納付番号）」、「確認番
号」をATM画面のご案内にそって入力してください。

「手入力」ボタンを押してください。

手続きの前に、ご利用の金融機関のATMがペイジーに対応しているか、ご確認ください（ゆうちょ銀行、都市銀行及
び一部の地方銀行などで利用可能）。金融機関はペイジーのWebサイト（https://www.pay-easy.jp/where/）もしく
は、ご利用の金融機関にてご確認ください。
※金融機関によっては、操作が異なる場合がありますのでご注意ください。

申請手数料納付が完了すれば、手続きの審
査終了後、免許状の受取となります。審査に
は概ね3週間から4週間程度かかります。手
続きの状態は、申請後の状況を確認したい
場合（91ページ、93ページ参照）の「申請履
歴照会」で確認できます。電子申請の「状
態」が「審査終了」となっていれば、免許状
の受取が可能となります。免許状の受取に
ついては、次のページを参照してください。
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免許状の受取

STEP3 :手数料納付・免許状の受取／免許状の受取

免許状の受取方法は、次のとおりです。

免許状の受取方法は、手続きによって異なります。

免許状を受け取れるタイミングは、次のとおりです。

◆開局申請と再免許申請の場合
◦申請する際に「返信用封筒別送」「窓口受領」「送料受取人払いによる受取」から免許状の受取方法を選択することができ

ます。
※送信後は、免許状の受取方法が変更できませんので、ご注意ください。

◆変更申請の場合
◦申請する際に免許状受取方法を選択することができないため、免許状を受け取れるタイミングで「返信用封筒別送」か

「窓口受領」で免許状を受け取るようお願いします。

◆返信用封筒別送
◦郵送で受け取りたい場合の方法となります。免許状を郵送してもらうための返信用封筒を次の手順で準備し、管轄の総合

通信局又は総合通信事務所（裏表紙参照）へ送付してください。
① 定型封筒を２枚、84円切手を2 枚用意します
② 定型封筒 Aに84円切手を貼って（見本 A）のとおり記載します
③ 定型封筒 Bに84円切手を貼って（見本 B）のとおり記載します
④ 封筒 Aを折って、封筒 B の中に入れます
⑤ 封をした封筒 Bを、管轄の総合通信局又は総合通信事務所宛に送付します  
※書留や信書便事業者を利用することもできます。希望する場合は、
必要な料金分の切手等を貼り、封筒に利用するサービス名をご記
入ください。

※問い合わせ番号は、納付のお知らせメールなどで確認できます。
※問い合わせ番号は必ず記載してください。
※管轄の総合通信局又は総合通信事務所で、この返信用封筒に免許
状を入れて送付することになります。免許状の大きさはA5サイズ
（縦約14.8cm×横約21cm、A4サイズの半分の大きさ）になります
ので、免許状を折り曲げてお送りすることになります。

　免許状を折り曲げずに送付を希望する場合は、A5サイズ以上が入
るもの（通称角５封筒など）を返信用封筒（１２０円切手を貼付）と
して提出してください。また、レターパックの利用も可能です。なお、
郵送の過程で免許状が折り曲がったとしても、総合通信局又は総合
通信事務所では交換等の対応はいたしかねます。

◆窓口受領
◦直接、総合通信局の窓口で受け取る方法となります。管轄の総合通信局又は総合通信事務所の免許手続き関係の電話番

号（裏表紙参照）にお電話いただき、ご来局ください。ただし、昨今の情勢を踏まえ、他の受取方法でのご協力を御願いい
たします。

◆送料受取人払いによる受取（開局申請・再免許申請のみ）
◦免許状のお届けを配達業者が行う方法となります。免許状の準備ができ次第、免許状を送付いたします。なお、送料受取

人払いのサービス利用料として600円（税込、送料、代引き手数料含む）が必要です。免許状の受け取り時に、配達員に現
金でサービス利用料600円をお支払いください。※免許状は委託業者から送付されます。

◦審査が終了すると、登録されているメールアドレス宛に審査終了をお知らせするメールが送信されます。まもなく免許
状の受け取りが可能となります。

問い合わせ番号を記載 問い合わせ番号を記載
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総務省 電波利用 電子申請・届出システムＬｉｔｅについて

　

　

 

その他の Q＆A についてはこちらへ▼
https : //www.denpa.soumu.go. jp/publ ic2/help/faq/ index.html

　

Q.5  「Web ページが見つかりません」や「スクリプトエラー」が表示されます。

Q.4   ユーザ IDとパスワードは大文字と小文字を区別していますか。

◉ Liteについて、多く寄せられる質問と回答を掲載しています。 

Q.1   ユーザ登録を行ってから1 週間程度経っても、ユーザ ID 通知書が届きません。

Q.2   ユーザ ID・パスワードは何のために使うのですか。

Q.3   パスワードを何度も間違えてしまったため、パスワードが使えなくなってしまいました。　

Ａ． １週間程度経ってもユーザID通知書が届かない場合は、住所を誤って入力された可能性があります。
なお、ユーザID通知書は「転送不可」で発送しているため、転居届を提出してあっても転居先の住所には転送されません。
また、お申込みの際に入力されたメールアドレス宛に、不備通知が届いていないかご確認ください。
ただし、ユーザ登録を行ったものの申込みの到着をお知らせするメールが届いていない場合は、メールアドレスを誤って
入力されている可能性があります。
転居元の住所でユーザ登録を行われた場合、不備通知でご不明な点がある場合、申込の到着メールが届いていない場合、
その他ご不明な点がある場合は、管轄の総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

Ａ． 『総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite』をご利用いただくための本人確認に使用します。
取得したユーザID・パスワードを使用することで無線局に関する電子申請ができます。 
ユーザID・パスワードの紛失・流出にご注意いただき、充分な管理を行ってください。

Ａ． 「ユーザID・パスワード再発行」でユーザID・パスワード再発行の申込みをしてください。
※Liteのトップ画面の「ヘルプ-操作方法でお困りの方-」の「手続・操作方法」から、「ご利用の準備」→「ユーザID・パスワー

ドの登録・再発行」で詳細な操作手順が確認できます。

Ａ． 「信頼済みサイトの設定が行われていない」ことが考えられます。信頼済みサイトに当ホームページを追加してください。
詳しくは１２ページをご確認ください。

Ａ． ユーザIDは、小文字と数字のみから成るため、大文字は含まれません。パスワードは、アルファベットの大文字と小文
字を区別しております。また、パスワード欄は、入力した内容が全て「●（伏字）」で表示されますが、文字は区別されていま
す。
※【Shift】キーを押しながら入力するとアルファベットの大文字になります。ただし、【CapsLock】キーが有効な状態の場合は

逆（【Shift】キーを押しながら入力すると小文字）になるのでご注意ください。
※パスワード欄に入力した文字を確認したい場合は、「入力したパスワードを表示する。」をチェックしてください。チェック
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北海道総合通信局

東北総合通信局

関東総合通信局

信越総合通信局

北陸総合通信局

東海総合通信局

近畿総合通信局

中国総合通信局

四国総合通信局

九州総合通信局

沖縄総合通信事務所

（011）709 - 2311
（内線 4625）

（022）221- 0664

（ 03 ）6238-1731

（026）234- 9983

（076）233- 4471

（052）971-9113

（06）6942 -8548

（082）222 -3357

（089）936 -5071

（096）326 -7892

（098）865 -2315

（011）709 - 2311
（内線 4655）

（022）221- 0688

（ 03 ）6238-1937

（026）234 -9988

（076）233-4481

（052）971- 9 622

（06）6942 -8564

（082）222 -3369

（089）936 -5034

（096）326 -7865

（098）865 -2306

電話番号

電子申請関係 免許手続き関係
総合通信局等名 住　 所 管轄都道府県

◆ 総合通信局等のご案内

◆ ヘルプデスクのご案内

・北海道
〒060-8795
北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1
札幌第1合同庁舎

〒980-8795
宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23
仙台第2合同庁舎

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎

〒380-8795
長野県長野市旭町1108
長野第1合同庁舎

〒920-8795
石川県金沢市広坂2-2-60
金沢広坂合同庁舎

〒461-8795
愛知県名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎第3号館

〒540-8795
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館

〒730-8795
広島県広島市中区東白島町19-36

〒790-8795
愛媛県松山市味酒町2-14-4

〒860-8795
熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎

〒900-8795
沖縄県那覇市旭町1-9
カフーナ旭橋B街区 5F

・青森 ・岩手 ・宮城 ・秋田 
・山形 ・福島

・茨城 ・栃木 ・群馬 ・埼玉
・千葉 ・東京 ・神奈川 ・山梨

・新潟 ・長野

・富山 ・石川 ・福井

・岐阜 ・静岡 ・愛知 ・三重

・滋賀 ・京都 ・大阪 ・兵庫 
・奈良 ・和歌山

・鳥取 ・島根 ・岡山 ・広島 
・山口

・徳島 ・香川 ・愛媛 ・高知

・福岡 ・佐賀 ・長崎 ・熊本
・大分 ・宮崎 ・鹿児島

・沖縄

電波利用 電子申請・届出システムヘルプデスク
（総務省 電波伝搬障害防止区域図縦覧システムのヘルプデスクと共用）

TEL.0120-850-221

月曜日から金曜日（祝日法に定める休日、及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。）の
8時30分～17時00分（時間外の場合は自動メッセージが流れます。）

● 本手引きの記載内容に関するご質問
● 推奨環境におけるシステムの操作方法、運営に関するご質問

申請・届出手続及び不備通知についてのご相談は、以下の各地域を管轄する担当窓口にお問い合わせください。

混雑時にはつながりにくいことがあります。また、IP電話の中にはつながらないものがありますので、
そのような場合には、携帯電話等でおかけください。

困っ た とき は こちら へ

受付時間

業務内容

お問い合わせ先


