
東京都公安委員会指定 ラヴィドライビングスクール蒲田　03-3733-2611 (金曜定休日)
東京都大田区西六郷1-3-15

技能予約はお客様ご自身にて、予約機・携帯・ホームページから10日間先3時限まで予約が可能です。
小型二輪は指導員との１対１のホスピタリティ教習となりますので（シミュレーター等複数教習を除く）受付にて
予約を取らせていただきます。

持っている免許 小二限定※3

取得する免許 普通二輪 小二限定 普通二輪 小二限定 限定解除

400cc以下 125cc以下 400cc以下 125cc以下 400cc以下

卒業までの最低費用 ¥200,950 ¥174,700 ¥131,150 ¥104,900 ¥82,650

※上記最低費用には写真代600円が含まれております。
   当校卒業生が限定解除をお申し込みの場合は52,650円（入所時納入金52,050円）になります。

お支払いは、現金又はカード（VISA・マスター・UC・JCB・AMEX）・デビットカード・ローン・銀行振込でも可能です。

入所時　初回お支払い料金
一括納入 ¥200,350 ¥174,100 ¥130,550 ¥104,300 ¥82,050
分割納入※1 ¥95,100 ¥95,100 ¥69,100 ¥69,100

参考（※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。）
技能基準時限数 19時限 12時限 17時限 10時限 5時限
第一段階（基本） 9時限 6時限 9時限 5時限 5時限
第二段階（応用） 10時限 6時限 8時限 5時限
学科時限数 26時限 26時限 1時限 1時限 免除
第一段階（基本知識） 10時限 10時限
第二段階（専門知識） 16時限 16時限 1時限 1時限

別途費用
写真代（自動撮影機）※2 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600 ¥600
追加技能料（1時限） ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750
卒検再受験料 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
キャンセル料 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
※キャンセル料は各時限の配車受付終了3時間前までは無料。検定は前日の17時までは無料です。
　　(前日が休校日の場合は前々日までに）

教習料金内訳
入所金 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000
教本代 ¥5,300 ¥5,300 ¥1,300 ¥1,300
運転適性検査 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800 ¥2,800
技能教習料（基準合計） ¥71,250 ¥45,000 ¥63,750 ¥37,500 ¥18,750
　　　・教習単価（1時限） ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750 ¥3,750
　　　・入所時4時限納入 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
学科教習料（合計） ¥57,200 ¥57,200 ¥2,200 ¥2,200
　　　・教習単価（1時限） ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200
　　　・第一段階（1～10） ¥22,000 ¥22,000
　　　・第二段階（11～26） ¥35,200 ¥35,200 ¥2,200 ¥2,200
卒検前効果測定 ¥3,300 ¥3,300
卒業検定料（1回につき） ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000
証明書交付料 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500

※1  分割納入には入所金・教本代・運転適性検査・技能教習4時限・学科10時限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・卒業検定料金は各予約時までに、学科16時限・卒検前効果測定・証明書交付料は
       第二段階前半までに入金機にてお支払い下さい。（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）
※2　写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）は入所時に3枚必要になります。（自動撮影機6枚セットで600円あり）
※3　小二ＭＴ限定（125cc以下）→普通二輪ＭＴ（400cc以下）

らくらく予約コース（スケジュールプラン）　・　・　・　30,000円　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、決められた時間帯しか教習が

　にそって、ご予約を事務所内で優先してお取りいたします。

初めての方（小特・原付） 普通・大型

（運転できるバイク排気量）

自動二輪車　MT（クラッチあり）　料金表         ※税込み　平成24年　5月　1日 改正

　出来ないお客様におすすめのプランです。第一段階・第二段階にわけて、又は2週間先のお客様の希望（スケジュール変更可能）

おすすめオプションコース
オプションコースは通常料金＋オプション追加料金の合計金額が教習料金となります。
尚、お支払いは一括納入のみ現金・カード・デビット又はローンになります。
分割納入はご利用できませんのでご了承下さい。



東京都公安委員会指定 ラヴィドライビングスクール蒲田　03-3733-2611 (金曜定休日)
東京都大田区西六郷1-3-15

技能予約はお客様ご自身にて、予約機・携帯・ホームページから10日間先3時限まで予約が可能です。
小型二輪は指導員との１対１のホスピタリティ教習となりますので（シミュレーター等複数教習を除く）受付にて
予約を取らせていただきます。

持っている免許
取得する免許

卒業までの最低費用
※上記最低費用には写真代600円が含まれております。

お支払いは、現金又はカード（VISA・マスター・UC・JCB・AMEX）・デビットカード・ローン・銀行振込でも可能です。

入所時　初回お支払い料金
一括納入 ¥162,850 ¥96,800
分割納入※1 ¥95,100

参考（※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。）
技能基準時限数 9時限 8時限
第一段階（基本） 3時限 3時限
第二段階（応用） 6時限 5時限
学科時限数 26時限 1時限
第一段階（基本知識） 10時限
第二段階（専門知識） 16時限 1時限

別途費用
写真代（自動撮影機）※2 ¥600 ¥600
追加技能料（1時限） ¥3,750 ¥3,750
卒検再受験料 ¥5,000 ¥5,000
キャンセル料 ¥2,000 ¥2,000
※キャンセル料は各時限の配車受付終了3時間前までは無料。検定は前日の17時までは無料です。
　　(前日が休校日の場合は前々日までに）

教習料金内訳
入所金 ¥50,000 ¥50,000
教本代 ¥5,300 ¥1,300
運転適性検査 ¥2,800 ¥2,800
技能教習料（基準合計） ¥33,750 ¥30,000
　　　・教習単価（1時限） ¥3,750 ¥3,750
　　　・入所時4時限納入 ¥15,000 ¥15,000
学科教習料（合計） ¥57,200 ¥2,200
　　　・教習単価（1時限） ¥2,200 ¥2,200
　　　・第一段階（1～10） ¥22,000
　　　・第二段階（11～26） ¥35,200 ¥2,200
卒検前効果測定 ¥3,300
卒業検定料（1回につき） ¥5,000 ¥5,000
証明書交付料 ¥5,500 ¥5,500

※1　分割納入には入所金・教本代・運転適性検査・技能教習4時限・学科10時限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・卒業検定料金は各予約時までに、学科16時限・卒検前効果測定・証明書交付料は
       第二段階前半までに入金機にてお支払い下さい。（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）
※2　写真（タテ3㎝×ヨコ2.4㎝）は入所時に3枚必要になります。（自動撮影機6枚セットで600円あり）

らくらく予約コース（スケジュールプラン）　・　・　・　30,000円　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、決められた時間帯しか教習が

　出来ないお客様におすすめのプランです。第一段階・第二段階にわけて、又は2週間先のお客様の希望（スケジュール変更可能）

　にそって、ご予約を事務所内で優先してお取りいたします。

125cc以下
¥97,400

¥3,750
¥5,000
¥2,000

普通二輪
400cc以下

普通二輪
400cc以下

16時限

¥116,150

¥600
¥3,750
¥5,000
¥2,000

¥185,950

分割納入はご利用できませんのでご了承下さい。

¥185,350
¥95,100

¥115,550
¥69,100

13時限
5時限
8時限
1時限

1時限

15時限
5時限

10時限
26時限
10時限

¥600

¥5,000
¥5,500 ¥5,500

オプションコースは通常料金＋オプション追加料金の合計金額が教習料金となります。
尚、お支払いは一括納入のみ現金・カード・デビット又はローンになります。

¥50,000
¥1,300
¥2,800

¥48,750
¥3,750

¥15,000
¥2,200
¥2,200

¥2,200

¥5,000

¥57,200
¥2,200

¥22,000
¥35,200
¥3,300

自動二輪車　AT（スクーター）　料金表

初めての方（小特・原付） 普通・大型

（運転できるバイク排気量）

おすすめオプションコース

¥50,000
¥5,300
¥2,800

¥56,250
¥3,750

¥15,000

※税込み　平成24年　5月　1日 改正

125cc以下
小二限定

¥163,450

小二限定


