
　　　令和０３年０４月０１日版

　　　公益財団法人日本無線協会
　　　HP https://www.nichimu.or.jp

１　試験地・試験の日時 ２　受付期間（注：インターネットによる申請の受付期間は、

受　　　付　　　期　　　間

第　三　級 第　四　級 第　三　級 　２年　２月１日（月）～２２日（月）　　　　

　１１（火） 　１１（火） １１（日） ３月１日（月）～２２日（月）　　　　

　７（水） 　７（水） １５（土） ４月１日（木）～２０日（火）　　　　

　１１（木） 　１１（木） ２０（日） 　　　　５月１日（土）～２０日（木）　　　　

２５（金） ２５（金） ３１（土） ６月１日（火）～２１日（月）　　　　

２５（日） ２５（日） ２９（日） ７月１日（木）～２０日（火）　　　　

１８（日） １８（日） ２５（土） ８月１日（日）～２０日（金）　　　　

２４（日） ２４（日） １６（土） ９月１日（水）～２１日（火）　　　　

２３（日） ２３（日） ２０（土） １０月１日（金）～２０日（水）　　　　

２５（日） ２５（日） 　５（日） １１月１日（月）～２２日（月）　　　　

２５（日） ２５（日） ２９（土） １２月１日（水）～２０日（月）　　　　

　

鹿児島

熊　本

徳　島

松　山

岡　山

広　島

令和０３年度 　　第三級及び第四級アマチュア無線技士国家試験案内

　曜日にかかわらず受付月の１日から２０日までです。）

試験地

試　　験　　の　　期　　日

試験地

試　　験　　の　　期　　日

試　験　月
試　　験　　日

試　験　月
試　　験　　日 試　験　月

第　四　級 　  ３年　４月　　

東　京

　３年　５月 　３年　４月 １１（日） 　３年　５月　　

７月   　　　    ５月 １５（土） ６月　　

１１月 ６月 ２０（日） ７月　　

大　阪

　４年　３月 　 　　　 ７月 ３１（土） ８月　　

札　幌

　３年　４月 ８月 ２９（日） ９月　　

　 　　　　７月 ９月 ２５（土） １０月　　

１０月 １０月 １６（土） １１月　　

　４年　１月 １１月 ２０（土） １２月　　

仙　台

　３年　４月 １２月 　５（日） 　４年　１月　　

　 　　　　７月 　　４年　１月 ２９（土） ２月　　

１０月 ３１（日） ３１（日） ３月 　５（土） 　５（土） ３月　　 　４年　１月１日（土）～２０日（木）　　　　

　４年　１月 ３０（日） ３０（日） 　３年　５月 　９（日） 　９（日）
３　試験手数料及び受験票送付用郵送料

２９（日） 　　３アマ　　５，４６３円　　　　　　　４アマ　　５，１６３円

長　野

　３年　４月 １８（日） １８（日） ８月 ２９（日）

１０月 １７（日） １７（日）

　 　　　 ７月 １１（日） １１（日） １１月 　７（日） 　７（日） ４　試験開始時刻

２７（日）

　４年　１月 ３０（日） ３０（日） 　　試験開始時刻は、受験票に記載して通知します。

　４年　１月 １６（日） １６（日） 松　江 　３年　７月 

　９（日）

２５（日） ２５（日）
　　東京（本部）の試験に限り、１の試験のほか、当日受付による

新　潟 　３年　６月 １３（日） １３（日） 　　４年　３月 

　　電話での事前予約が必要です。電話による事前予約日は、

  ７（日）   ７（日）

２７（日） 　　試験を行います。新型コロナウイルス感染症対応により

長　岡   ３年１１月 １４（日） １４（日） 　３年　５月 　９（日）

金　沢

　３年　４月 １８（日） １８（日） １１月 

 　　　７月 　４（日） 　４（日） 高　知 　３年　８月 ２２（日）

　６（日）

１３（日）

２２（日）

１１月 ２８（日） ２８（日） 高　松 　３年　９月 　５（日） 　５（日）

　４年　３月 　６（日） 　６（日） 　　４年　３月 　６（日）

名古屋

　３年　 ４月 １８（日） １８（日）

９月 １９（日） １９（日）

１７（日）

　４年　１月 １６（日）

　３年　６月 １３（日）

２０（日） ２０（日） 　　４年　２月 

１６（日） １０月 　３（日）１６（日） 　３（日）

　６（日） 　６（日）

７月 １８（日） １８（日） 　３年　６月 　６（日） 　６（日）

　  　　　  ５月 

２８（日）２８（日）１１月 

　３年　８月 ２２（日）

　　　　６月 

８月 １５（日） １５（日）

福　岡

　５（日） 　５（日）

１０月 

２２（日）

１７（日） １２月 １２（日）

大　分

１６（日）

　　 ４アマ：９時、３アマ：１２時　からの当日受付になります。

　 試験開始時刻の１５分前まで会場で受け付けます。

１２（日）

１１月 ２１（日） ２１（日） 　３年　９月 

１２月 １９（日） １９（日） 　３年　７月 ２５（日） ２５（日）

　５（土）

　　４年　３月 １３（日）

１８（日）
那　覇

北九州

　　４年　２月 　５（土）

１３（日）

１８（日）

　６（土）

２月 ２０（日） ２０（日） 　３年　５月 　９（日） 　９（日）

７月 

 ６　試験科目　 　　　　　法規・無線工学

 ７　試験問題の形式　　・多肢選択式による筆記試験　　・目の見えない方の場合は、記述式（多肢選択式ではありません。）による口述試験（口頭試問形式）

静　岡
　 ３年　８月 　１（日） 　１（日） １１月 　６（土）

 (9) 免許申請手数料等　　　　　　　免許申請書の用紙代　１７０円　　手数料　２，１００円 (申請取次料 350円を含む。)

 (1) 試験日

　 ン等）を持参してください。

 (7) 試験結果は数日後、結果通知の葉書を送ります。

　４年　１月 ３０（日） ３０（日）

３月 ２０（日） ２０（日） 　　 合格者は、免許の申請を各自行ってください。

免許申請書用紙一式を購入して行ってください。

　　 試験申請書の用紙代　　　１２０円

５　３アマ及び４アマの当日受付試験（東京）

　　 試験手数料　３アマ　５，４００円　　４アマ　５，１００円　

 (6) 受験される方は、写真（縦３㎝、横２．４㎝のもの）２枚（試

　 験用１、免許用１）及び筆記用具(鉛筆、消しゴム、ボールペ

 (4) 試験申請書の受付時間

 (5) 試験手数料等

 　その都度、日本無線協会のホーム ページに記載します。

(8) 日本無線協会に免許申請の取り次ぎを希望される方は、所定の

 　 また、定員（３アマ、４アマ　各９０名）になり次第締め切ります。

　　 （公財）日本無線協会本部（東京都中央区晴海３丁目－３－３）

 (3) 試験会場

　 　４アマ　１０時３０分、　３アマ　１３時３０分

 (2) 試験開始時刻

　　　３年  ４月１８日、　６月２０日、　８月１５日

　　 　　　１０月　２日、１２月１９日

　　　４年　１月３０日、　２月２０日、　３月２０日



 ８　申請手続　　　　　　（公財）日本無線協会（以下「協会」といいます。）の定める様式による試験申請書の提出、又は協会ＨＰからのインターネット申請

 ９　申請書の提出先・受付時間

　　(1) 希望する試験地を担当する協会の事務所（下表）あてに郵送するか、又は直接協会の事務所に持参してください。

　　　　郵送による場合は、申請書が完備しており、かつ、受付期間中の消印のあるものに限り受け付けします。

　　(2) 事務所での受付時間は、月曜日から金曜日（祝日を除く。）までの、午前９時から午後５時までです。

10　試験申請用紙等の入手方法

　　　(1) 申請用紙は、協会の事務所で販売しています(用紙代１２０円)。なお、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(℡03-３９８８－８７５２)、一般財団法人

　　　情報通信振興会(℡03-3940-3951)又はアマチュア無線関係図書取扱店等でも購入できます。

　　　(2)協会の事務所に郵送により申請用紙を請求する場合は、封筒の表面に「３アマ用試験申請用紙請求」又は「４アマ用試験申請用紙請求」と朱書

　　　きし、用紙代(１２０円)・郵送料(８４円)として２０４円分の郵便切手を同封して申し込んでください。

11　試験手数料及び受験票送付用郵送料

　　(1) ３アマ　　５，４６３円　　　　　４アマ　　５，１６３円

　　　　郵送による申請の場合は、協会の定める払込用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払い込み、「振替払込受付証明書（お客さま用）」を申請書の所

　　　定欄にはがれないように貼ってください。また、インターネットによる申請の場合は、受付時にお知らせする方法で払い込んでください。

　　　　なお、申請書を協会の窓口に持参して申請する場合は、現金で受け付けます。

　　(2) 申請の受付後は、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。

12　受験票・受験整理票

　　(1) 試験の行われる月の前月の下旬頃に、「受験票・受験整理票」を郵送します。試験場、試験日時等が記載されていますので確認してください。

　　(2) 試験の行われる月の前月の月末までに「受験票・受験整理票」が手元に届かない場合は、協会本部、または申請書を提出した協会の事務所に

　　 必ず問い合わせてください。

　　(3) 「受験票・受験整理票」の紛失又は不着の場合は事前に必ず申し出てください。試験開始前までに申し出があれば、試験当日、試験場に

　  　おいて再発行します。受験票がないと受験できません。

13　受験時に提出するもの

　　　写真 ：  申請者には、協会から受験票・受験整理票を送付します。これに写真を貼って受験する際に提出していただくことになります

　　　　　　　　ので、あらかじめ写真を用意しておいてください。写真がないと受験できません。写真の規格は無帽、正面、上三分身、無背景、

　　　　　　　　白枠のない試験日前６か月以内に撮影した縦３．０㎝、横２．４㎝のもので、裏面に氏名、生年月日を記載しておいてください。

14　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) 申請書提出後その申請書に記載した現住所に変更を生じたときは、速やかに郵便局（配達局）へ住所変更届（転居届）を提出しておいてください。

　　(3) 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。

　　(4) 身体に障害がある方で、試験実施方法等についてご相談を希望される場合は、試験地を担当する事務所にお問い合わせください。

　　(5) 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、試験地を管轄する本部又は支部

　　 へ早めに連絡をお願いします。

　　(6) その他不明の点は、協会の事務所にお尋ねください。　
◎　インターネット申請

 　　ＵＲＬ　https://www.nichimu.or.jp　又は　「日本無線協会」を検索して、協会のＨＰにアクセスして申請してください。
　　　（注） 申請の際には、ご住所、メールアドレス、電話番号等は正確にご入力ください。　

◎　申請書の提出先

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

０１１－２７１－６０６０

　　  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）日本無線協会信越支部 ０２６－２３４－１３７７

金　　沢

希 望 試 験 地 電　　　　　話

東　　京 　（公財）日本無線協会本部 ０３－３５３３－６０２２

札　　幌 　（公財）日本無線協会北海道支部

那　　覇 　（公財）日本無線協会沖縄支部 ０９８－８４０－１８１６

広島　松江　岡 山 　（公財）日本無線協会中国支部 ０８２－２２７－５２５３

松 山　高 知
高 松　徳 島

　（公財）日本無線協会四国支部

熊本　鹿児島　福岡
大分　北九州

　（公財）日本無線協会九州支部 ０９６－３５６－７９０２

名古屋　静岡 　（公財）日本無線協会東海支部

　（公財）日本無線協会北陸支部 ０７６－２２２－７１２１

大　　阪 　（公財）日本無線協会近畿支部 ０６－６９４２－０４２０

０５２－９５１－２５８９

０８９－９４６－４４３１

　　　　　  注 ：　普通紙にプリントしたものは写真と認めません。

　　　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。

　　　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。

申　　請　　書　　の　　提　　出　　先

仙　　台   （公財）日本無線協会東北支部 ０２２－２６５－０５７５

長野　新潟　長岡

https://www.nichimu.or.jp/
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