
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。

92



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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