
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】

28



「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。

34



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。

36



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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