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１　試験申請の受付期間は、曜日にかかわらず受付月の１日から２０日までです。
　６月期の試験 令和４年　４月　１日（金）から２０日（水）まで
１０月期の試験 令和４年　８月　１日（月）から２０日（土）まで
　２月期の試験 令和４年１２月　１日（木）から２０日（火）まで

(注) 　第二級・第三級陸上特殊無線技士は、CBT(Computer Based Testing)方式による国家試験で実施。

２　試験の日時及び試験地

(注１)　

(注２)　

(注３)　

(注４)　

(注５)　

３　試験科目

電気通信術

(注１) 　一定の無線従事者の資格を有する者が、第一級、第二級及び第三級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士又は第一級陸上特殊無
線技士の資格の試験を受ける場合は、申請により試験科目の免除を受けることができます。

(注２) 　電気通信術は、送信（送話）と受信（受話）を合わせて1科目となります。（受話用紙及びその書き方の例については、ホームページに
掲載してありますので、参考としてください。)

４　試験問題の形式　（電気通信術を除く。）
多肢選択式　　ただし、第三級海上特殊無線技士の場合は正誤式

５　インターネット申請手続
　(1) 申請方法
　　　　・　ＵＲＬ　https://www.nichimu.or.jp　又は「日本無線協会（以下「協会」という。）」を検索して、協会ＨＰの「無線従事者国家試験の
　　　　　 電子申請」からアクセスしてください。
　　　　・　受験資格・受験希望地を選択して、氏名、住所、メールアドレス等必要事項を入力してください。
　　　　　　　　・　入力の途中で電子メールの送達確認を行います。受信の有無の確認をお願いいたします。
　　　　　　　　　　（あらかじめ @nichimu.or.jp のドメインからのメールが受信できるように設定をお願いします。）
　　　　　　　　・　メールアドレスは、登録確認のほか、受験票の送付、試験結果に関するお知らせに使用します。

　　　　　　　　・　縦横比３０：２４の縦長（登録画面においてズーム（拡大・縮小）、トリミング（切取り）が可能です。）
　　　　　　　　・　無帽で正面を向いた鮮明なもので、背景に影や人物その他映り込みがないもの
　　　　　　　　・　上三分身（写真の縦の長さに占める顔の大きさが概ね50%～60%。頭頂部に余白を設けてください。）
　　　　　　　　・　申請の日において撮影後4カ月以内のもの
　　　　　　　　・　その他写真の規格は無線従事者免許の申請に必要な写真（下記）に準じます。

　　　　　　　　https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/jyujisha/tetsuduki/shashin.pdf
　　　　　　　　　　（受験に支障がないと認められた写真でも合格後の無線従事者免許証の申請に際しては認められない場合があります。）
　　　　　・　科目免除の希望がある場合には科目及び免除の根拠等を入力してください。

ついては、試験開始後の入室はできませんので、注意してください。
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－

○

令和０４年０４月０１

第二級海上
特殊無線技士

第二級･第三級陸上
特殊無線技士

　　　　 　 資格
試験科目

－

 試験場等の詳細は、試験の行われる月の前月の下旬頃に送付する「受験票」で通知します。

○

　受験票に記載された試験日時又は試験場の変更はできません。
　試験の申請は、１資格につき１申請です。　試験日時が異なる資格は、複数資格の申請が可能です。
　電気通信術及び英語のある第一級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び国内電信級陸上特殊無線技士の資格の試験に

－
－ －

特殊無線技士

－

特殊無線技士国家試験案内

特殊無線技士

　 東京、札幌、仙台、
　 長野、金沢、名古屋、
　 大阪、広島、松山、
　 熊本及び那覇

 特殊無線技士

 航　　　空

令和４年２月からCBT(Computer Based Testing)方式による国家試験にて実施、
詳しくは日本無線協会HPで確認願います。(https://www.nichimu.or.jp)

特殊無線技士

○

○

－
○

－
○

－
○ ○ ○

－
法　　　規

○ ○ ○

－

４年６月　９日（木）　０９：３０ ４年１０月２０日（木）　０９：３０

 国内電信級陸上

 特殊無線技士

始時刻の希望はできません。試験開始時刻は、受験票に記載し通知します。

４年１０月１８日（火）　１１：００
 レーダー級海上

公益財団法人日本無線協会

レｰダｰ級海上

資　格　別
６　月　期

 第一級陸上

４年６月　８日（水）　１３：００

４年６月　７日（火）　１３：００

 特殊無線技士

 特殊無線技士

 第三級海上

５年２月　３日（金）　１１：００

令和０４年度

４年６月　７日（火）　１１：００

試　験　の　日　時　及　び　試　験　開　始　時　刻

４年６月　８日（水）　０９：３０

１０　月　期 ２　月　期

５年２月　４日（土）　０９：３０

試　験　地

第三級海上

４年６月　７日（火）　１１：００ ４年１０月１８日（火）　１１：００

４年１０月１９日（水）　１３：００

４年１０月１８日（火）　１３：００

４年１０月１９日（水）　０９：３０

国内電信級陸上

５年２月　５日（日）　０９：３０

５年２月　４日（土）　１３：００

４年１０月１８日（火）　０９：３０

５年２月　３日（金）　１３：００

４年６月　７日（火）　０９：３０

 第一級海上

 第二級海上

航　　空

 特殊無線技士

 特殊無線技士

 特殊無線技士

５年２月　３日（金）　０９：３０

－

特殊無線技士
第一級海上

－
英　　　語 ○

  　　　・　顔写真を登録します。写真が適正でない場合、受験できなくなることがあります。

第一級陸上

無線工学 ○
○

５年２月　３日（金）　１１：００

　第一級陸上特殊無線技士については、受験者数、試験場の都合等の理由により、１３時から試験を行う場合がありますが、試験開

○
○

○
特殊無線技士 特殊無線技士

第二級・第三級陸上
特殊無線技士CBT方式

https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/jyujisha/tetsuduki/shashin.pdf
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/jyujisha/tetsuduki/shashin.pdf


　　　　第一級海上特殊無線技士　７，５００円　　　航空特殊無線技士　６，４００円　　　第一級陸上特殊無線技士　６，３００円

　　　　国内電信級陸上特殊無線技士　５，５００円　　　その他の資格　５，６００円

　　　　※　試験手数料の他、振込にかかる手数料をご負担いただきます。

　(3) 試験手数料の納付の方法   （支払期限までに支払が完了しない場合、申請が「無効」になりますのでご注意ください。）

      ・　インターネット申請の際に試験手数料等の納付方法 (コンビニ決済又はペイジー) を選択していただきます。

      ・　コンビニエンスストア決済は、インターネットでの手続きの後、店舗で支払を行います。

          セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ミニストップが利用できます。

      ・　ペイジーによる決済の場合には、インターネットバンキングで払込む方法と金融機関ATMで払い込む方法があります。

      ・　申請受付期間後は、試験手数料はお返しできません。当日、欠席又は遅刻により受験できなかった場合は「棄権」となり、試験手数料

     　　はお返しできません。また、次回の試験に充当することもできません。

６　受験票

　(1) 試験の行われる月の前月の下旬に、「受験票」を電子メールにより送付します。月末までに届かない場合は、［協会本部］の事務所

　　に必ず問い合わせてください。

　(2) 「受験票」は、A4の用紙に印刷の上、試験当日、必ず試験会場にお持ちください。

７　試験結果

  (1)　試験結果は、所定のダウンロードサイトに掲載して通知します。試験結果の掲載予定時期は試験の際にお知らせします。

　   試験結果が掲載された場合、受験者にはアクセス・ダウンロードの方法について電子メールで通知します。

　(2)　試験終了後１カ月以上たっても試験結果の掲載に関する電子メールが届かない場合、［協会本部事務所］までお問い合わせください。

８　その他

　(1) 新型コロナウイルス感染症対応

　　①予めご自宅での検温および体調をご確認のうえ、ご来場をお願いいたします。

　(2) 申請後、電子メールアドレスに変更を生じたときは、すみやかにご連絡ください。

　(3) 転勤その他やむを得ない事情により試験地の変更を希望する場合は、当該試験日の１０日前までに住所、氏名、変更を必要とする

　　理由、変更希望試験地を試験地を担当する協会の事務所に連絡してください。

　(4) 試験場では電卓及び計算尺等の計算器具類の使用はできません。

　(5) 試験日時は、試験施行の都合により変更することがあります。

　(6) 試験当日、台風や大雪等の影響による公共機関の途絶などの理由により受験できなくなった場合、試験地を担当する協会の事務所

　 へ早めに連絡をお願いします。

　(7) 試験場には駐車場や駐輪場はありませんので、車等での来場はご遠慮ください。

　(8) その他不明の点がありましたら、協会の事務所にお問い合わせください。

◎　試験に関する連絡先

事　務　所　の　名　称  事　　務　　所　　の　　所　　在　　地

　〒１０４－００５３

　　東京都中央区晴海３－３－３

　〒０６０－０００２

　　札幌市中央区北２条西２－２６　道特会館

　〒９８０－００１４

　　仙台市青葉区本町３－２－２６　コンヤスビル　

　〒３８０－０８３６

　　長野市南県町６９３－４　共栄火災ビル

　〒９２０－０９１９

　　金沢市南町４－５５　ＷＡＫＩＴＡ金沢ビル

　〒４６０－８５５９

　　名古屋市中区丸の内３－５－１０　 名古屋丸の内ビル

　〒５４０－００１２

　　大阪市中央区谷町１－３－５ アンフィニィ・天満橋ビル

　〒７３０－０００４

　　広島市中区東白島町２０－８　川端ビル

　〒７９０－０００３

　　松山市三番町７－１３－１３　ミツネビルディング 

　〒８６０－８５２４

　　熊本市中央区辛島町６－７　いちご熊本ビル７Ｆ

　〒９００－００２７

　　那覇市山下町１８－２６　山下市街地住宅 ２階 Ａ－２０１

０６－６９４２－０４２０

０９８－８４０－１８１６

電　　　　　話

０３－３５３３－６０２２

０１１－２７１－６０６０

０２２－２６５－０５７５

０８２－２２７－５２５３

０８９－９４６－４４３１

名 古 屋 ※（公財）日本無線協会東海支部

仙　　台   （公財）日本無線協会東北支部

長　　野

　（公財）日本無線協会近畿支部

　（公財）日本無線協会信越支部

　(2) 試験手数料

          支払手順は選択されたコンビニチェーンごとに異なりますので、各手続き画面でご確認ください。

広　　島

申　　請　　書　　の　　提　　出　　先
希 望 試 験 地

０７６－２２２－７１２１

０２６－２３４－１３７７

０５２－９５１－２５８９

東　　京

　（公財）日本無線協会北陸支部

　（公財）日本無線協会中国支部

　　②会場では、三つの密を避け、「こまめな手洗い・手指消毒」、「咳エチケット」を遵守し、マスクの着用をお願いいたします。

０９６－３５６－７９０２

　　③会場入り口にアルコール消毒液の設置、室内の換気、担当スタッフのマスクの着用をいたします。

大　　阪

札　　幌

金　　沢

　（公財）日本無線協会北海道支部

　　④保健機関等に対し、受験者の連絡先・住所等の提供をする場合がありますので、予めご了承をお願いいたします。

　（公財）日本無線協会本部

※令和4年4月23日以降の住所：　〒461-0011　名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル新館６階　　電話：０５２－９０８－２５８９

那　　覇 　（公財）日本無線協会沖縄支部

熊　　本

松　　山 　（公財）日本無線協会四国支部

　（公財）日本無線協会九州支部
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