
外国規格の無線機を日本国内
で使用するためには、日本の
技術基準に適合しているかを
証明する必要があります。
証明を受けた無線機には技術
基準適合証明マーク（技適
マーク）が付されています。

最近、一部の店舗、通信販売業者、
インターネット等で、外国規格の無
線機が販売されています。また、外
国規格の無線機を国内に持ち込む
ケースも多くなっています。
その中には、日本の電波法令で定め
る技術基準に合致せず、使用すると
電波法違反になる無線機が多くあり、
他の無線局等に妨害を与える恐れが
ありますので、購入・使用は、十分
注意して下さい。
なお、不法無線局を開設・運用した
場合は電波法違反となり、懲役１年
以下又は100万円以下の罰金に処せ
られることがあります。

国内規格の特定小電力トランシーバー
に比べ、安価、通話距離が長い、チャン
ネル数が多くて便利と宣伝されている。
防災行政無線や放送事業用無線等の重

要無線に妨害を与えるおそれがある。

日本製に比べ、安価、通話距離
が長い、デザインが優れていると
宣伝されている。

2.4GHz帯の無線LAN等に妨害を
与えるおそれがある。

携帯電話や無線LANに妨害を与
えるおそれがある。

ワイヤレスカメラ・
ベビーモニター

不法な「外国規格の
無線機」禁止
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Check the Technical
conformity mark.

Illegal Foreign-Standard Radios are Prohibited 

Wireless TV cameras /
Baby monitors
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Recently, foreign-standard radios are sold 
at some shops, by mail-order and on the 
Internet.   In addition, there have been an 
increasing number of cases in which 
foreign-standard radios are being brought 
into Japan.
Some of this equipment does not conform 
to the technical regulations under 
Japanese radio law and its use violates the 
law. These could cause harmful 
interference to transmissions of other 
radio stations. 
Therefore, you must be careful when 
purchasing or using foreign-standard radio 
equipment.
If a person sets up and operates an 
unlawful radio station, that person violates 
the Radio Law and is subject to fines of up 
to 1,000,000 yen or penalties of 1 year 
imprisonment. 

Do Not Buy, Sell or Use Illegal Radio equipment!

Foreign-standard radios which are prohibited to use in Japan

The radios are advertised as being inexpensive, 
have a long communication range, and good 
design, etc.
The radios could cause interference to wireless  
LANs that use the 2.4GHz band.

The radios could cause interference to 
wireless  LANs or cellular phones.

To use foreign-standard radio 
equipment in Japan, the equipment 
needs to conform to the technical 
regulations under the Radio Law.
The equipment, that is complied  
with Japanese technical regulations, 
have the Technical Conformity 
Mark affixed.

The radios are advertised as being inexpensive, have a long 
communication range, and operate on many channels, etc.
The radios could cause interference to important radio 
communications such as disaster prevention administrative 
radio systems or broadcasting business radios.




