
　　　　　　　飛行申請の承認内容に基づいて、ご登録をお願いいたします。

　　　　　　　実際の状況と相違がある等問題があった場合、弊社では責任を取りかねますので、

　　　　　　　ご了承ください。

　　　～目次～

・1～3ページ　　　　アカウント開設について

・4ページ　　　　　 機体情報の入力について

・5ページ　　　 　　ユーザー情報の修正について

・6ページ　　　　　 飛行計画登録前の確認

・7～12ページ　　　 飛行計画登録

・13～14ページ　　　飛行計画登録代行

　　　　　　メールアドレスは、画面に表示されます。直接、他の操縦者との連絡に使いますので、

　　　　　　連絡が取れるメールアドレスのご登録をお願いいたします。

　　　　　　　飛行前に、飛行情報共有システムへの入力が義務となります。

　　　　　　　（国土交通省への飛行申請とは別で、登録が必要になります。）

　　　　　　　入力の手引きとしてご使用ください。

　　　　　　　登録方法の例になります。

　　　　　　登録されたメールアドレスは、後で変更が出来ません。

　　　　　　※メールアドレスの登録の注意点※



  【アカウント開設について】

   トップ画面を開きます。 トップ画面 URL：　https://www.fiss.mlit.go.jp/top

●「開設」をクリックします。

●登録画面が開きますので、

　メールアドレスの登録と

　パスワードの登録を行います。

※パスワードは、１文字以上の

　特殊文字（＠や～などの記号）と、

　大文字を含めたものが必要になります。
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●ご自身のメールを開き、

　｢ドローン情報基盤システム仮登録通知｣

　が届いているかを確認します。

●メールを開き、

　[メールアドレスの確認]をクリック

　します。

   トップ画面に戻ります。 （URL：　https://www.fiss.mlit.go.jp/top ）

●[ログイン]をクリックします。

　　●登録した、Eメールとパスワードを入力して、

　　　ログインボタンをクリックします。

●｢利用規約の同意確認｣の

　　　　　　　画面が開きます。

●内容を確認後、[同意する]を

　クリックしたら、

　登録画面が開きます。

･
･
･
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  ●必要事項を入力し、[登録]を

　 クリックする。

  ●必要事項を入力し、[登録]を

　 クリックします。

     ※飛行許可申請を、インターネットを経由して行っている

　     方は、入力を省略する事が出来ます。

　   ▪申請者ID・パスワードを入力後、

　  　[同意して連携]をクリックする。

　   ▪反映された内容を確認し、[登録]をクリックする。

　●メインメニュー画面が

　　　　　　　　開きます。
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  【機体情報の入力について】

    メインメニューを開きます。

      ●[機体情報]をクリックします。

　 ●[新規登録]をクリックします。

    ●必要事項を入力後、

[登録]をクリックします。

《機体の情報について》

機体の大きさ　全長

　　　　　　　全幅

　　　　　　　全高

◆飛助MGの場合◆ ◆飛助DXの場合◆ ◆飛助Ⅲの場合◆

製造者名 株式会社マゼックス

機体名称 飛助MG（MGO-01） 飛助DX 飛助Ⅲ

機体種類 回転翼航空機

最大離陸重量 ２４．９㎏ ２４．９㎏ １２．６㎏

製造番号 各機体背面のシールをご確認下さい。

機体色 オレンジ オレンジ シルバー

1185㎜ 1185㎜ 698㎜

1185㎜ 1185㎜ 1210㎜

520㎜ 520㎜ 495㎜

〇〇〇〇

□□□□

△△△△

続けて機体を登録する場合は、

こちらから登録する。
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  【ユーザー情報の修正について】

   メインメニューを開きます。

    ●[ユーザー情報]をクリックします。

　　　● 　　　 部分

氏名・住所・電話番号・携帯番号の欄の

変更が出来ます。

●変更内容の入力が完了したら、

　[更新]ボタンをクリックします。
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  【飛行計画登録前の確認】

   メインメニューを開きます。

    ●[飛行計画参照]をクリックします。

    地図が表示されます。

●抽出期間　From 　と　To　

それぞれ設定します。

①のFromの日付をクリックすると、

カレンダーが表示されます。

②の飛行予定日をクリックします。

③の時間に、飛行開始予定時間を入力します。

Toも同様に、飛行終了予定日時を入力します。

最後に、[抽出]ボタンをクリックします。

　　●抽出した時間帯に、飛行予定が入力をされていたら、

　　　マークで表示されます。

　　　このマークをクリックしたら、

　　　　登録されている飛行情報が表示されます。

①

②

③

飛行を予定している場所の周辺で、他の飛行計画の登録がされていなかを確認し、

近接する飛行計画情報がある場合は、飛行日時やエリアを変更するか、

メールを送り、直接該当の無人航空機運航者と連絡を取り、飛行日時の調整を行います。

※メールアドレスは、飛行計画登録の画面に表示されます。
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  【飛行計画登録】

   メインメニューを開きます。

     ●[飛行計画登録]をクリックします。

   地図が表示されます。

　　  　 ●飛行予定場所をクリックし、

   のマークをクリックします。

　　　   ●周辺情報を確認します。

　 ● のボタンをクリックします。

　 ●地図が表示されるので、飛行予定場所を登録していきます。

　　飛行範囲選択方法は、３種類あります。

円で範囲を指定する。

線で範囲を指定する。

図形で範囲を指定する。

地図の縮尺を変更する場合は、

　　◆円で範囲を指定する◆ ＋ －ボタンにより変更が出来ます。

のマークをクリックすると、範囲を表示する円が表示されます。

円の位置を動かす時は、円の中心の白丸をクリックして、ドラッグします。

円の範囲を広くしたり、狭くしたりする場合は、 　この部分で変更します。
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　　◆線で範囲を指定する◆

のマークをクリックし、

地図上に、飛行開始地点をクリックします。

曲がる場合は、曲がる場所をクリックして、

飛行終了地点を、ダブルクリックします。

範囲指定をやり直ししたい場合は、

画面上に指定している範囲が選択されている状態で、

ごみ箱のマークをクリックします。

選択範囲の幅を広くしたり、狭くしたりする場合は、　　　この部分で変更します。

　　※範囲選択の補正したい時※

　 ・黒丸を一度クリックし、 　　　　・位置を決めて、

　　 白丸になったら、ドラッグします。 　　ダブルクリックします。

クリック

クリック

ダブルクリック

クリック
ドラッグして、

ダブルクリック
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　　◆図形で範囲を指定する◆

のマークをクリックします。

地図上に、飛行させる場所を端から囲うようにクリックし、

場所を指定していきます。

範囲指定をやり直ししたい場合は、

画面上に指定している範囲が選択されている状態で、

ごみ箱のマークをクリックします。

　　※範囲選択の補正したい時※

　 ・黒丸を一度クリックし、 　　　　　・位置を決めて、

　　 白丸になったら、ドラッグします。 　 ダブルクリックします。

ダブルクリック

クリック

クリッククリック

クリック

クリック

ドラッグして、

ダブルクリック
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　　●飛行計画の詳細情報を入力していきます。

　●高度

　●日時

　●期間

　●操作者名と機体情報の設定と、

　ルールをご確認頂き、

　該当するボタンにチェックを

　お願いいたします。

　　　●全ての入力が完了すると、[飛行状況へ]の

　　　　ボタンがクリック出来る状態になります。

　　※スマートフォンの場合

日時の枠内をクリックすると、

カレンダーと時計が表示されるので、

飛行開始日時を指定します。

期間に、飛行予定時間の長さを指定します。

　　　●ルールと周辺情報の内容を確認

　　　　した後、問題が無ければ、

　　　　[飛行計画登録]ボタンを

　　　　クリックします。

mail@drone.jp
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●再度内容を確認した後、

　問題が無ければ、[はい]のボタンを

　クリックします。

●登録完了です。

　◇他の無人航空機の飛行計画が登録されている場合、

　　該当する飛行計画の申請者情報が表示されます。

　　飛行するエリア・日時を変更するか、メールアドレスが表示されるので、

　　直接連絡頂き、時間等の調整をして頂くよう、お願いいたします。

　　●飛行時間が開始したら、地図の右上に、

　　　登録している飛行時間の、残り時間が表示されます。

　　※予定時間より、飛行時間が短くなった場合は、

　　　飛行を終了した時点で、[飛行終了]のボタンをクリック

　　　します。
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　　◇履歴を流用するして登録する場合 や 飛行計画の内容を変更する場合◇

　　●「飛行計画情報」をクリックします。

　　　　●経歴の右側「︙」のマークを

　　　　　クリックします。。

　　「予定」の場合 　　「履歴」の場合

 　　●「飛行計画をコピー」をクリックします。

　　●引用した履歴の内容が、そのまま表示されるので、

　　　日時や、そのほかの変更部分を修正し、

　　　以前に登録した順序と同様進めていきます。

　　※飛行計画の内容を変更する場合は、

　　　前に登録した情報が残ったままになりますので、予定をキャンセルします。

　●完了です。
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　【飛行計画登録代行】

　　↳代行で登録する側 　　↳操縦者（登録の代行を依頼する側）

　　メインメニューを開きます。

●[代行対象者登録]ボタンを

　クリックします。

●[追加]ボタンをクリックします。

　●操縦者（代行を依頼して登録する方）のメールアドレスを

　　入力します。

　●[送信]ボタンをクリックします。

　　メールが代行して登録する操縦者の方へ、メールが送られます。

●操縦者の方へ、代行登録依頼通知のメールが

　届きますので、届いたら、URLをクリックします。

※有効期限４日間となっておりますので、

　ご注意下さい。

●操縦者の方がパスワードを入力します。

●[本人確認]ボタンをクリックします。

●確認画面が開きますので、

[ＯＫ]ボタンをクリックしていくと、

登録が完了します。

dronedesu@gmail.com
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　　　代行者登録画面に、名前が追加されます。

　　メインメニューへ戻ります。

　 ●[飛行計画登録代行]のボタンをクリックします。

　 ●▼ボタンをクリックすると、代行対象者登録の

　　 画面で登録した方の、名前とメールアドレスが

　 　出てきます。

　　 選んで[選択]ボタンをクリックします。

●飛行計画登録の画面が開きますので、飛行計画と同じ方法で登録していきます。

  最初の飛行場所の登録から 始める場合は、　ボタンをクリックします。

　履歴から登録する場合は、「飛行計画情報」から登録していきます。

dronedesu@gmail.com■■ ■■〇〇 〇〇

〇〇 〇〇/dronedesu@gmail.com

〇〇 〇〇/dronedesu@gmail.com

14 ページ


