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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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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
）
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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？ 
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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？

◆ 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。）
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● 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。

10



● 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。

14



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

21



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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