
〔普通車〕料金表

 ※自動車免許取得が初めてのお客様（原付含む）
※ 1日に教習可能な時限数は、技能教習が第一段階2時限・第二段階3時限（3時限の連続教習は不可・予約は2時限まで）

　  学科教習が4時限までになります。　　通学日数　約16日（最短）～約27日（平日夜のみ通学）

　　（教習期限は９ヶ月ですが、できるだけ３ヵ月以内にご卒業できるようスケジュール調整をお願いします）

チャレンジ　コース（短期集中ﾌﾟﾗﾝ） 最短期間で約18～22日間で卒業可能

各教習開始日（火・木・日）　AT・MT合わせて3名まで※教習開始から2ヶ月以内に教習プラン作成可能な場合に受付

 最短日数で卒業可能なコースです。入所時に卒業までの技能予約（第二段階は仮予約）・学科受講日・各検定仮予定日など時間割

 をスタッフが作成いたします。途中お客様の都合などにより欠席・遅刻・技能延長などは初回のみ1回だけ変更可能（受付事務員に

 お申し出ください） 、以後お客様がスマホ・携帯・パソコン・予約機にて再予約（14日先6時限まで）となります。

 尚、混雑時には約2・3ヶ月以降先からの技能教習開始になる場合がございますのでご了承下さい｡

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

らくらく予約コース(スケジュールプラン）
教習期限9ヶ月　コース有効期限は教習開始から4ヶ月 定員制限あり

 お客様のご都合に合わせてスケジュールを作成し、まとめて一括技能優先予約｡お仕事など「決められた時間帯でしか教習が出来ない」

 お客様におすすめ。 ご予約をスタッフで優先してお取り致します。

 平日昼間限定プランは月～木曜日（祝日は除く）　2時限目（9：50～）から9時限目（～17：40）までの優先予約になります。

 尚、混雑時には約2・3ヶ月以降先からの技能教習開始になる場合がございますのでご了承下さい｡

　特典・・・30歳までのお客様は普通車AT車に限り、追加技能料金・各技能検定・補習教習の追加料金はかかりません。
（無料　但し、仮免学科試験・自由教習は追加料金あり　また4ヶ月以降は各追加料金が発生いたします。）

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

AT車（オートマ　クラッチなし）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

※ 初回お支払い料金には写真代600円・仮免申請交付料金2,850円（仮免学科試験時に徴収）は含まれておりません。

※入所時に証明写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）を5枚ご持参ください。また当校にも自動撮影機があります（6枚600円）

※ 途中解約の場合は、入所金・各受講済み項目等はご返金できません。未受講の項目（技能教習料・学科教習料等）のみ

    払い戻しいたします。また、教習料金・各オプション料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

別途費用　及び　仮免学科試験・各検定等の追加料金

追加技能料（1時限） 4,500円 修検・卒検再受験料 6,000円
仮免申請交付料 2,850円 （非課税） 技能キャンセル料 2,000円

仮免学科試験再受験料 1,700円 （非課税） 各検定キャンセル料 6,600円

※ 技能キャンセルは各時限の配車受付終了3時間前まで無料。検定キャンセルは前営業日の17時まで無料です。
※ 技能教習にて補習項目がある場合は、追加技能料金が必要となります。

(非課税)

※お支払いは現金又はカード（VISA・マスター・JCB・AMEX）・銀行振込（明細書）でも可能です。

(税込み\6,600円）
(非課税)

（税込み　4,950円）

平日昼間限定プラン 平日昼間限定プラン329,500円（税込362,450円）

学科教習時限 26時限
第二段階（専門）16時限

第一段階（基礎）10時限

第二段階（専門）16時限

第一段階（基礎）10時限

オールタイムプラン

343,000円（税込377,300円）

333,000円（税込366,300円）

339,500円（税込373,450円） オールタイムプラン 353,000円（税込388,300円）

MT車（クラッチ有り）

AT車（オートマ） 319,500円（税込351,450円） MT車（クラッチ有り）

34時限
第一段階（所内・基礎）12時限

第二段階（路上・応用）19時限

2021年9月28日　　改定

26時限

技能教習時限（基準） 31時限

AT車（オートマ）

第二段階（路上・応用）19時限

第一段階（所内・基礎）15時限

MT車（クラッチ有り）



※自動車免許取得が初めてのお客様（原付含む）

キャンセル待ち　エコノミー　コース
技能予約はお客様ご自身にて、スマホ・携帯・ホームページ・予約機から10日先2時限まで予約が可能です。

（教習期限は９ヶ月ですが、できるだけ３ヵ月以内にご卒業できるようスケジュール調整宜しくお願いします）
スムーズな教習計画をご希望のお客様は、「らくらく予約コース」などをオススメ致します。

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

分割納入時の初回お支払い料金

※ 分割納入には、入所金・教本代・運転適性検査・技能4時限・学科10時限・仮免前効果測定・修了検定料１回が含まれております。
　　残りの教習料金に関しましては、技能料金・卒業検定料は各予約時までに、学科16時限・卒検前効果測定・卒業証明書交付料は
　　第二段階前半までにお支払い下さい。（卒業検定時に未納料金がある場合は、受験できませんのでご注意ください）

別途費用　及び　仮免学科試験・各検定等の追加料金
追加技能料（1時限）
仮免申請交付料
仮免学科試験再受験料

※ 技能キャンセルは各時限の配車受付終了3時間前まで無料。検定キャンセルは前営業日の17時まで無料です。
※ 技能教習にて補習項目がある場合は、追加技能料金が必要となります。

※ 初回お支払い料金には写真代600円・仮免申請交付料金2,850円（仮免学科試験時に徴収）は含まれておりません。
    入所時に証明写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）を５枚ご持参ください。当校にも自動撮影機がございます（6枚600円）
※ 途中解約の場合は、入所金・各受講済み項目等はご返金できません。未受講の項目（技能教習料・学科教習料等）のみ
    払い戻しいたします。また、教習料金・各オプション料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

教習料金内訳
　（キャンセル待ち
　　エコノミーコース） 税込価格 税込価格
入所金 62,000円  （68,200円） 62,000円 （68,200円）
教本代 5,500円  （6,050円） 5,500円  （6,050円）
運転適性検査 3,000円  （3,300円） 3,000円  （3,300円）
技能教習料（基準合計） （31時限） 139,500円 （153,450円） （34時限） 153,000円 （168,300円）
　・教習単価（1時限） 4,500円 （4,950円） 4,500円 （4,950円）
　・入所時4時限納入 18,000円 （19,800円） 18,000円 （19,800円）
学科教習料（全26時限） 65,000円 （71,500円） 65,000円 （71,500円）
　・教習単価（1時限） 2,500円 （2,750円） 2,500円 （2,750円）
　・第一段階（1～10） （27,500円） （27,500円）
　・第二段階（11～26） （44,000円） （44,000円）
仮免前効果測定 3,500円    （3,850円） 3,500円    （3,850円）
修了検定（1回につき） 6,000円 （6,600円） 6,000円 （6,600円）
卒検前効果測定 3,500円   （3,850円） 3,500円   （3,850円）
卒業検定（1回につき） 6,000円  （6,600円） 6,000円  （6,600円）
証明書交付料 5,500円    （6,050円） 5,500円    （6,050円）

299,500円 （329,450円） 313,000円 （344,300円）

オプションコースはキャンセル待ちエコノミー料金＋各オプション追加料金の
合計金額が教習料金になります。尚、お支払いは一括納入のみ現金・カード

になります。分割納入はできませんのでご了承ください。

エグゼクティブコース　・　・　・　57,000円（税込62,700円）　定員制限あり　　　 　　オプション有効期限4ヶ月
技能教習は当教習所を代表する指導員がご指導いたします。待合室は特別室をご利用していただき、技能予約は優先して
お客様のご都合に合わせてスケジュールを作成、スタッフが承ります。30歳までのお客様は普通車ＡＴ車に限り、
追加技能料金・各技能検定・補習教習の追加技能料金はかかりません。（仮免学科試験・自由教習は追加料金あり）

ロッカーあり、至れり尽くせりの落ち着いた教習をご希望の方におすすめです。

AT車限定　定額保証コース　・　・　・　22,500円（税込24,750円）　
オプション有効期限　教習開始から4ヶ月 　　条件　23歳以下　
 技能の追加料金がかからないコースです。「何時間オーバーするか不安で心配」というお客様におすすめ。

 技能・各検定・補習教習の追加料金なし。但し、仮免学科試験・自由教習は追加料金あり。

 技能予約は、お客様ご自身で予約機にて（6時限・14日間先まで予約が可能）お取り下さい。

第二段階スケジュール優先予約　・　・　・　20,000円　（税込22,000円）　　         オプション有効期限2ヶ月
教習期限・仮免有効期限が残り1・2ヶ月と少ないお客様の教習途中から申し込み可能な特別技能優先予約になります。
お客様のご都合等に合わせて、各期限までに間に合うようスケジュールをスタッフが作成します。

その他オプションコース紹介

合計金額

123,000円（税込135,300円）

313,000円（税込344,300円）MT車（クラッチ有り）

初めての方（小特・原付）
AT車（オートマ） MT車（クラッチ有り）

MT車（クラッチ有り）

AT車（オートマ）

AT車（オートマ）

299,500円（税込329,450円）

123,000円(税込135,300円）

6,000円（税込6,600円）
2,000円（非課税）
6,600円（非課税）

4,500円（税込4,950円）
2,850円（非課税）
1,700円（非課税）

修検・卒検再受験料
技能キャンセル料
各検定キャンセル料



〔普通車〕料金表

※二輪免許所持のお客様（法免）

※ 1日に教習可能な時限数は、技能教習が第一段階2時限・第二段階3時限（3時限の連続教習は不可・予約は2時限まで）

　  学科教習が4時限までになります。　　通学日数　約14日（最短）～約18日（平日夜のみ通学）

　　（教習期限は９ヶ月ですが、できるだけ３ヵ月以内にご卒業できるようスケジュール調整をお願いします）

チャレンジ　コース（短期集中ﾌﾟﾗﾝ） 最短期間で約14～22日間で卒業可能

各教習開始日（火・木・日）　AT・MT合わせて3名まで※教習開始から2ヶ月以内に教習プラン作成可能な場合に受付

 最短日数で卒業可能なコースです。入所時に卒業までの技能予約（第二段階は仮予約）・学科受講日・各検定仮予定日など時間割

 をスタッフが作成いたします。途中お客様の都合などにより欠席・遅刻・技能延長などは初回のみ1回だけ変更可能（受付事務員に

 お申し出ください） 、以後お客様がスマホ・携帯・パソコン・予約機にて再予約（14日先6時限まで）となります。

 尚、混雑時には約2・3ヶ月以降先からの技能教習開始になる場合がございますのでご了承下さい｡

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

らくらく予約コース(スケジュールプラン）
教習期限9ヶ月　コース有効期限は教習開始から4ヶ月 定員制限あり

 お客様のご都合に合わせてスケジュールを作成し、まとめて一括技能優先予約｡お仕事など「決められた時間帯でしか教習が出来ない」

 お客様におすすめ。 ご予約をスタッフで優先してお取り致します。

 平日昼間限定プランは月～木曜日（祝日は除く）　2時限目（9：50～）から9時限目（～17：40）までの優先予約になります。

 尚、混雑時には約2・3ヶ月以降先からの技能教習開始になる場合がございますのでご了承下さい｡

　特典・・・30歳までのお客様は普通車AT車に限り、追加技能料金・各技能検定・補習教習の追加料金はかかりません。
（無料　但し、仮免学科試験・自由教習は追加料金あり　また4ヶ月以降は各追加料金が発生いたします。）

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

AT車（オートマ　クラッチなし）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

※ 初回お支払い料金には写真代600円・仮免申請交付料金2,850円（仮免学科試験時に徴収）は含まれておりません。

※入所時に証明写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）を5枚ご持参ください。また当校にも自動撮影機があります（6枚600円）

※ 途中解約の場合は、入所金・各受講済み項目等はご返金できません。未受講の項目（技能教習料・学科教習料等）のみ
    払い戻しいたします。また、教習料金・各オプション料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

別途費用　及び　仮免学科試験・各検定等の追加料金

追加技能料（1時限） 4,500円 修検・卒検再受験料 6,000円
仮免申請交付料 2,850円 （非課税） 技能キャンセル料 2,000円

仮免学科試験再受験料 1,700円 （非課税） 各検定キャンセル料 6,600円

※ 技能キャンセルは各時限の配車受付終了3時間前まで無料。検定キャンセルは前営業日の17時まで無料です。
※ 技能教習にて補習項目がある場合は、追加技能料金が必要となります。

※お支払いは現金又はカード（VISA・マスター・JCB・AMEX）・銀行振込（明細書）でも可能です。

（税込み　4,950円） (税込み　6,600円）
(非課税)

(非課税)

オールタイムプラン 260,000円（税込286,000円） オールタイムプラン 273,500円（税込300,850円）

平日昼間限定プラン 250,000円（税込275,000円） 平日昼間限定プラン 263,500円（税込289,850円）

MT車（クラッチ有り）

第二段階（路上・応用）19時限

学科教習時限
第一段階（基礎）免除

2時限
第一段階（基礎）免除

技能教習時限（基準）

AT車（オートマ） 240,000円（税込264,000円） MT車（クラッチ有り） 253,500円（税込278,850円）

2時限
第二段階（専門）2時限 第二段階（専門）2時限

2021年9月28日　　改定

AT車（オートマ） MT車（クラッチ有り）

第一段階（所内・基礎）10時限
29時限

第一段階（所内・基礎）13時限
32時限

第二段階（路上・応用）19時限



※二輪免許所持のお客様

キャンセル待ち　エコノミー　コース
技能予約はお客様ご自身にて、スマホ・携帯・ホームページ・予約機から10日先2時限まで予約が可能です。

（教習期限は９ヶ月ですが、できるだけ３ヵ月以内にご卒業できるようスケジュール調整宜しくお願いします）
スムーズな教習計画をご希望のお客様は、「らくらく予約コース」などをオススメ致します。

卒業までの基準料金（卒業までの最低料金）

※別途、仮免学科試験時に仮免申請交付料2,850円（非課税・試験場納入）をお支払いただきます。

分割納入時の初回お支払い料金

※ 分割納入には、入所金・教本代・運転適性検査・技能4時限・修了検定料１回が含まれております。
　　残りの教習料金に関しましては、技能料金・卒業検定料は各予約時までに、学科2時限・卒業証明書交付料は
　　第二段階前半までにお支払い下さい。（卒業検定時に未納料金がある場合は、受験できませんのでご注意ください）

別途費用　及び　仮免学科試験・各検定等の追加料金
追加技能料（1時限）
仮免申請交付料
仮免学科試験再受験料

※ 技能キャンセルは各時限の配車受付終了3時間前まで無料。検定キャンセルは前営業日の17時まで無料です。
※ 技能教習にて補習項目がある場合は、追加技能料金が必要となります。

※ 初回お支払い料金には写真代600円・仮免申請交付料金2,850円（仮免学科試験時に徴収）は含まれておりません。
    入所時に証明写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）を５枚ご持参ください。当校にも自動撮影機がございます（6枚600円）
※ 途中解約の場合は、入所金・各受講済み項目等はご返金できません。未受講の項目（技能教習料・学科教習料等）のみ
    払い戻しいたします。また、教習料金・各オプション料金は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

教習料金内訳
　（キャンセル待ち
　　エコノミーコース） 税込価格 税込価格
入所金 62,000円  （68,200円） 62,000円 （68,200円）
教本代 2,000円  （2,200円） 2,000円  （2,200円）
運転適性検査 3,000円  （3,300円） 3,000円  （3,300円）
技能教習料（基準合計） （29時限） 130,500円 （143,550円） （32時限） 144,000円 （158,400円）
　・教習単価（1時限） 4,500円 （4,950円） 4,500円 （4,950円）
　・入所時4時限納入 18,000円 （19,800円） 18,000円 （19,800円）
学科教習料（全2時限） 5,000円 （5,500円） 5,000円 （5,500円）
　・教習単価（1時限） 2,500円 （2,750円） 2,500円 （2,750円）
　・第二段階（21・23） 5,000円 （5,500円） 5,000円 （5,500円）
修了検定（1回につき） 6,000円 （6,600円） 6,000円 （6,600円）
卒業検定（1回につき） 6,000円  （6,600円） 6,000円  （6,600円）
証明書交付料 5,500円    （6,050円） 5,500円    （6,050円）

220,000円 （242,000円） 233,500円 （256,850円）

オプションコースはキャンセル待ちエコノミー料金＋各オプション追加料金の
合計金額が教習料金になります。尚、お支払いは一括納入のみ現金・カード

になります。分割納入はできませんのでご了承ください。

エグゼクティブコース　・　・　・　57,000円（税込62,700円）　定員制限あり　　　 　　オプション有効期限4ヶ月

技能教習は当教習所を代表する指導員がご指導いたします。待合室は特別室をご利用していただき、技能予約は優先して
お客様のご都合に合わせてスケジュールを作成、スタッフが承ります。30歳までのお客様は普通車ＡＴ車に限り、
追加技能料金・各技能検定・補習教習の追加技能料金はかかりません。（仮免学科試験・自由教習は追加料金あり）

ロッカーあり、至れり尽くせりの落ち着いた教習をご希望の方におすすめです。

AT車限定　定額保証コース　・　・　・　22,500円（税込24,750円）　
オプション有効期限　教習開始から4ヶ月 　　条件　23歳以下　
 技能の追加料金がかからないコースです。「何時間オーバーするか不安で心配」というお客様におすすめ。

 技能・各検定・補習教習の追加料金なし。但し、仮免学科試験・自由教習は追加料金あり。

 技能予約は、お客様ご自身で予約機にて（6時限・14日間先まで予約が可能）お取り下さい。

第二段階スケジュール優先予約　・　・　・　20,000円　（税込22,000円）　　         オプション有効期限2ヶ月
教習期限・仮免有効期限が残り1・2ヶ月と少ないお客様の教習途中から申し込み可能な特別技能優先予約になります。
お客様のご都合等に合わせて、各期限までに間に合うようスケジュールをスタッフが作成します。

1,700円（非課税） 各検定キャンセル料 6,600円（非課税）

4,500円（税込4,950円） 修検・卒検再受験料 6,000円（税込6,600円）
2,850円（非課税） 技能キャンセル料 2,000円（非課税）

初めての方（小特・原付）
AT車（オートマ） MT車（クラッチ有り）

合計金額

その他オプションコース紹介

AT車（オートマ） 220,000円（税込242,000円） MT車（クラッチ有り） 233,500円（税込256,850円）

AT車（オートマ） 91,000円(税込100,100円） MT車（クラッチ有り） 91,000円（税込100,100円）


