
単価 数量 税別 税込 単価 数量 税別 税込

入校手数料 ¥56, 000 1 ¥56, 000 ¥61, 600 入校手数料 ¥56, 000 1 ¥56, 000 ¥61, 600

技能料金 ¥5, 000 31 ¥155, 000 ¥170, 500 技能料金 ¥5, 000 34 ¥170, 000 ¥187, 000

学科料金 ¥1, 500 26 ¥39, 000 ¥42, 900 学科料金 ¥1, 500 26 ¥39, 000 ¥42, 900

¥250, 000 ¥275, 000 ¥265, 000 ¥291, 500

車種 入校手数料 技能料金 学科料金 合計 税込
¥56,000 ¥145,000 ¥3,000 ¥204,000 ¥224,400
¥56,000 ¥160,000 ¥3,000 ¥219,000 ¥240,900
¥30,000 ¥20,000 ¥0 ¥50,000 ¥55,000
¥56,000 ¥57,000 ¥39,000 ¥152,000 ¥167,200
¥56,000 ¥51,000 ¥1,500 ¥108,500 ¥119,350
¥56,000 ¥144,000 ¥39,000 ¥239,000 ¥262,900
¥40,000 ¥124,000 ¥1,500 ¥165,500 ¥182,050
¥40,000 ¥48,000 ¥0 ¥88,000 ¥96,800

　 　 　 ※　 通学の高校生を 除く

◇　 入校後に， 夜間教習及び日曜教習を希望さ れる場合は， 技能教習料金の５ 割増し の料金と なり ます。

　 　 　 ※　 通学の高校生を 除く

◇　 特別夜間（ 19: 30～20: 20） に教習を希望さ れる方は， 別途１ 時限当たり 税別\1, 000（ 税込\1, 100） 必要と なり ます。

　 夜間料金について
◇　 夜間教習（ 17: 30～18： 20 ・  18: 30～19: 20) 及び， 日曜教習を希望さ れる方は，

　 　 　 入校時にフ リ ータ イ ムプラ ンと し て税別\20, 000（ 税込\22, 000) の申し 込みが必要と なり ます。

　 　 フ リ ータ イ ムプラ ンにお申込みさ れていない方は， 原則夜間教習及び日曜教習は行いません。

２ ０ ２ ０ 年５ 月２ ７ 日まで有効

☆　 その他の車種

□　 割引について

□　 上記以外にかかる費用

　 　 　 　 上記以降は1時限当たり 普通車は税別\5, 000（ 税込\5, 500） ， 　

　 　 　 　 二回目以降は， 修了検定（ \4, 400 税込） , 仮免学科\1, 700( 非課税） ， 卒業検定（ \5, 500 税込） 必要と なり ます。

□　 中途解約について

　 　 　 入学後， 中途で退学さ れた場合は、 教習料金の合計から ， 入学金と それまでに要し た教習料金を差し 引いた未教習分を

　 　 払い戻し いたし ます。

□　 送迎について

　 　 地域により まし ては送迎でき ない場合も ございますのでお気軽にご相談く ださ い。

　 ☆　 仮免許受験時に仮免許申請料\1, 700（ 非課税） と 仮免許交付手数料\1, 150（ 非課税） が別途必要と なり ます。

　 　 　 　 普通二輪車は税別\3, 000（ 税込\3， 300） ， 大型二輪車は税別\3, 500（ 税込\3, 850） 必要と なり ます。

　 昼間料金表　 （ 　 ※昼間と は， 月～土の平日の8： 30～17： 10まで。 　 日曜教習や夜間教習については別途定めます）

□　 予約のキャ ンセルについて

　 　 　 二輪と 普通車の同時入校につき まし ては， 一方の入校手数料を免除いたし ます。

　 　 　 また， 1年以内に当校を卒業さ れた方は次回入校車種の入校手数料の半額を割引いたし ます。

　 ☆　 修了検定料・ 仮免学科試験料・ 卒業検定料はそれぞれ初回無料

現有免許等

普通二輪免許あり
普通二輪なし・普通免許あり

現有免許なし
普通免許あり
普通免許なし

審査（ＡＴ限定　解除）
ＭＴ車　二輪免許あり
ＡＴ車　二輪免許あり

普通車

□　 高速教習について

　 　 　 本校では、 以下の地域の教習生の送迎は、 入所時にお客様と 協議し た指定の場所まで無料送迎いたし ます。

　 　 　 普通車の高速教習は， 実際の高速道路を使用いたし ます。

　 　 　 予約し ていた技能教習を無断でキャ ンセルさ れた場合は， キャ ンセル料と し て税別\5, 000（ 税込\5, 500） いただき ます。

合計

普通車　 AT車（ オート マチッ ク 車） 普通車　 MT車（ マニュ アル車）

合計

　 ☆　 オーバーチケッ ト （ 延長教習料金） 普通車は10時限分まで， 大型二輪， 普通二輪は5時限まで無料　 ※審査は除く

　 ☆　 原付講習（ 任意） を希望さ れる方は， 別途\5, 000（ 税込\5, 500） 必要と なり ます。

　 　 　 　 教習時限確保のため入校時にお申し 付けく ださ い。 入校時以外のお申し 込みは， 教習時間確保をお約束でき ない場合がございます

普通二輪

大型二輪

¥250,000(税別) ¥275,000(税込) ¥265,000(税別) ¥291,500(税込)


	普通車

