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インターネットでJARLの最新情報がわかる

JARL Webの
使い方

インターネットのJARLホームページ「JARL Web」（https://www.jarl.org/）は，この7月で開設
23周年を迎えました。ここにはJARLの会員サービスに関する最新情報はもちろんのこと，アマ
チュア無線入門者向けのガイドやアマチュア無線をより楽しむための情報，各種データなどを豊
富に掲載し，随時更新（アップデート）を行っています。今回はJARL Webに設けられた各ページ
の特徴とおもな内容と，その活用方法をご紹介します。皆さんのアマチュア無線ライフにぜひお役
立てください。

インターネットのJARLホームページ「JARL Web」（https://www.jarl.org/）は，この7月で開設
23周年を迎えました。ここにはJARLの会員サービスに関する最新情報はもちろんのこと，アマ

https://www.jarl.org/

情報満載 !!
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トップ
ページ

JARLとアマチュア無線の 
最新情報はここから得られる!!

　JARL Web の URL ア ド レ ス「https://www.jarl.

org/」がこのトップページです。上部には6つの主要

ページ（始める，楽しむ，調べる，入会する，JARL.

COM，JARLについて）へのリンクが配置されています。

　中央のイメージ写真の下には，最新情報の見出しが

4つあり，特に左側の「トピックス」では重要なお知ら

せが随時更新されています。さらに下部にある2段の

バー には最 新ニュ ー ス（News Flash）や更 新 履 歴

（What's New）もあり，ここも欠かさずチェックする

と情報の見逃しがありません。

News Flash
最新ニュースはここから

総務省・各総合通信局発表
各総合通信局による不法無線
局の取締り状況の記事が読める

サイトマップ
全コンテンツの一覧を表示

JARL NEWS 最新号
会 員 専 用 ペ ー ジ の「 電 子 版 
JARL NEWS」にリンク

Radio JARL.com
JARL のラジオ番組の案内と過
去 2 か月の放送が聴ける

地方だより / クラブニュース
各地方本部，支部の行事を案内

What's New
JARL Web のおもな改定記録を年別で表示。
スタート時の 1997 年分から掲載

アマチュア無線をはじめよう
YouTube「JARL 公式チャンネル」で公開中の
動画が見られる

トップリンク
各ページへのジャンプが可能

トピックス
重要なお知らせの見出しを表
示。クリックで詳しい記事が
読める
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JARL Webの使い方

トップページのコンテンツ例
◀髙尾 JARL 会
長の挨拶を掲載。
JARL NEWS 刊
行に合わせ年 4
回更新。

◀月 2 回配信し
ている JARL メー
ルマガジンのバ
ックナンバーが
読める

会長挨拶

JARL メールマガジン・バックナンバー

▲機関誌「JARL NEWS」の電子版を会員専用ページで公開

電子版 JARL NEWS

News Flash

▶ JARL やアマチ
ュア無線に関する
最新ニュースを掲
載

Radio JARL.com

▶毎週放送してい
る JARL のラジオ
番組の紹介。過去
2 か月分の放送音
源が聴ける

◀多くの皆様
にお読みいた
だきたい過去
の特集と企画
ダイジェスト
を公開。PDF
形式で閲覧可
能

特集 & 企画ダイジェスト

▲ JARL QSLビューローが郵便局等から発送を終えた日を告知

QSL カード発送状況
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アマチュア無線を始めるときや
再開する場合に役立つ情報が満載!!

「始める」ページでは，これからハムの世界に入門

する方に向けて，アマチュア無線の説明と楽しみ

方の紹介，各アマチュアバンドの特徴，資格取得

の方法から無線機選びと開局申請，さらに初交信

の方法までを詳しくガイドしています。

　またカムバックハムの皆さんに向けて，旧コー

ルサインを復活させる方法や免許証・免許状の再

交付についても案内。ゲストオペレーター制度の

概要もこのページで解説しています。

◀アマチュア無線技
士の資格取得の方
法（国家試験，養成
課程講習会）を詳し
く紹介

STEP1 免許を取ろう

◀ハムの楽しみ方スタイル
を紹介し，目的に合った無
線機選びをアドバイス

STEP2 無線機を手に入れよう

▶以前使っていたコールサインを復活さ
せる方法をケース別で紹介。旧コールサ
インを証明する書類についても説明

旧コールサインの復活

▶無線従事者免許証を取得し，無線機を入手
した人向けに開局申請の概略を説明

STEP3 コールサインを持とう

始める
1ページ目
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JARL Webの使い方

多彩なハムの楽しみに対応した
JARLのサービス＆行事がわかる

「楽しむ」ページでは，QSLカードの転送や，JARL

が主催するコンテストの情報（開催日時と規約，結

果など）をはじめ，JARL制定の各種アワードの紹

介，デジタル通信「D-STAR」の概要と総合案内，

ARDF，モールス通信などの情報を掲載しています。

　またJARLが開設する特別局と特別記念局，南

極のJARL局「8J1RL」に関する情報も掲載。さら

にアマチュア無線家の祭典「ハムフェア」など，各

種イベントのスケジュールとリンクもあります。

◀QSL カード転送サ
ービスの利用法，QSL
カードの記入につい
て，JARL の転送取扱
規定などを紹介

1. QSL カード

▲ JARL主催コンテスト情報を集大成

2. コンテスト

▲ JARL 発行のアワードを紹介。発行状況や特記順位も公開

3. アワード

◀ JARL の 南 極 局
「8J1RL」の運用情報。
過去のQSL カード
コレクションも掲載

10. 南極 8J1RL

▲ハムのフィールド競技，ARDF
の総合ガイド

5. ARDF 6. モールス

◀モールス符号から電
信技能検定まで紹介

楽しむ
2ページ目
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困ったときにも役立つ
ハムのお助け資料を掲載

「調べる」ページにはアマチュア無線の運用に便利

なデータや，困ったときに役立つ資料が満載。最

新版のアマチュアバンドプランやレピータ局リス

トはPDF版をダウンロードが可能です。

　またアマチュア衛星「ふじ」の最新運用情報も公

開されています。そのほか，海外での運用に関す

る情報や電波障害対策，電波環境・不法局関連，

いざという場合の非常通信マニュアルなども公開

されています。

▲アナログ /D-STARレピータの周波数リストも掲載

2. レピータ局

◀総務省告示のアマチュアバン
ドプランをPDFで公開

1. バンドプラン

▶非常通信マニュアルの公開と過去
の JARL の活動などを紹介

7. 非常通信

◀JARL 制定の
市郡区番号リス
トを公開。グリッ
ドロケータやビ
ーコン局情報も

3. JCC・JCG 等

▶ JARL90 年のあゆみ（年表）
やインターネットによる遠隔
操作指針，換算表などの役立
つデータライブラリーもある

8. ライブラリー

◀交信記録認定の一覧表を掲載

調べる
3ページ目
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JARL Webの使い方

お得な入会方法と
さまざまな会員特典をまとめて紹介

会員コミュニケーションサイトへの
リンクを掲載

◀ JARL への入会案内と各種キャ
ンペーンの紹介

1. 入会申込

「入会する」ページにはJARLへの入会案内とさま

ざまなJARL会員特典を集大成しています。「1.入

会申込」の「インターネットからの入会申込」をク

リックし，入会種別を選ぶとJARL.COMの入会申

込フォームに進み，簡単に入会手続きを行うこと

ができます。

　また各種キャンペーンや，22歳未満の方に向け

た青少年助成のご案内も掲載されています。

▲青少年の会費助成案内

◀アンテナ第三者賠償責
任保険の案内

JARL 会員特典

◀ JARL 会員が対象の各
種割引特典を紹介。ホテ
ルや引越料金の割引も

「JARL.COM」をクリックすると会員コミュニケー

ションサイトのJARL.COM（https://www.jarl.

com/）にジャンプします。会員パスワードの登録

やマイページの設定と登録情報確認，Eメール転

送サービスの登録･変更，メールマガジンの購読な

ど各種インターネットサービスが利用できます。

　またコールサインからJARL会員やEメール転

送サービス登録者を検索することもできます。

◀ JARL 会員コミュニケーションサイト「JARL.COM」のトッ
プページにリンクされている。詳しい活用法は「JARL NEWS」
2020 年冬号の特集が参考になる

入会する
4ページ目

JARL.COM

5ページ目
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JARLに関する詳細な情報と
会員向け販売品の案内を掲載

「JARLについて」ページでは，JARLの詳しい情

報を掲載しています。組織の概要や事務局の案内

のほか，社員名簿と社員総会の議事録・速記録，

理事・監事名簿と理事会報告・議事録なども公開

しています（一部は会員専用ページに掲載）。また

JARL登録クラブリストや，会員向けに継続会費

のお支払い方法もあります。

　JARLが取り扱う各種販売品と購入方法につい

ても，このページでまとめて紹介しています。

▲ JARLの概要と組織の紹介，地方本部や支部へのリンクもあ
る。事務局の業務案内とアクセスマップもある

1. JARL について

▲継続会費の支払い方法や会費受付
代行店の紹介など

6. 会費継続のご案内

◀各種申請書か
ら業務日誌，グ
ッズ類までJARL
の販売品と注文
方法を紹介

8. 販売品

　JARL Web会員専用ページのコンテンツを見る

には，JARL NEWSの宛名ラベルにある「認証ID」

を使って会員パスワードの登録が必要です。詳細は

JARL.COM（https://www.jarl.com/）の「JARL会

員パスワード登録」コーナーをご覧ください。

◀会員専用ページの
閲覧にはパスワード
登録が必要

▲定款，規則，選挙規定などを
PDFで公開。会員手帳のPDF
版も会員専用ページで公開

7. 定款 / 規則 / 規定 /
　 その他

会員専用ページの閲覧について

JARLに
ついて

6ページ目
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