
 ③夜間も教習が受けられるフリータイムサービス！

時限 税込価格 税抜価格 時限 税込価格 税抜価格

¥8,800 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,000

¥41,800 ¥38,000 ¥41,800 ¥38,000

29 ¥159,500 ¥145,000 32 ¥176,000 ¥160,000

2 ¥5,940 ¥5,400 2 ¥5,940 ¥5,400

¥3,960 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,600

¥1,430 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,300

¥1,650 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,500

¥880 ¥800 ¥880 ¥800

¥6,050 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,500

¥6,600 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,000

¥19,140 ¥17,400 ¥21,120 ¥19,200

¥255,750 ¥232,500 ¥274,230 ¥249,300

税込 税込

税込 税込

〒452-0818
名古屋市西区山田町上小田井字東古川３１０１

カジュアルプラン
普通自動車免許（二輪免許をお持ちの方）

　　　　　　　　　普通自動車

MT ¥241,780 （税抜 ¥219,800 ）税込

AT ¥225,280 （税抜 ¥204,800 ）税込

令和4年11月～

 ①追加技能教習が５時限分付いているので安心して教習が受けられます♪（自由教習は除く）

 ②修了検定・卒業検定は追加料金無しで卒業までしっかりサポート！！

A T M T
内　訳 サービス内容

※金額は変更になる場合あります。

入学申込金 無料サービス

入学金
技能教習料
学科教習料
適性検査料
高速教習料

修了検定代 合格までサポート

卒業検定代 合格までサポート

教本代 無料サービス

写真代 無料サービス

夜間教習料 無料サービス

通常料金計

割引合計金額 ¥30,470 ¥32,450

卒業までに必要な金額 ¥228,130 ¥244,630

合計 ¥225,280 ¥241,780
仮免試験受験手数料 ¥1,700 ¥1,700 ※仮免受験・交付の
仮免許証交付手数料 ¥1,150 ¥1,150 手数料は非課税です

詳しくはお問い合わせください。 TEL　０５２-５０１-０８６４     FAX０５２-５０１-０９８４

ご不明な点はお気軽にご相談ください！
お申し込みの際はこちらの料金表と申込用紙をご持参ください。

※仮免試験受験料手数料・仮免許証交付手数料は受験時に必要になります。

友 達 割 引
お友達とご一緒に入校していただくと…

２名様同時入校手続で　それぞれ\10,000割引！
３名様以上で　それぞれ\15,000割引！！

①　高速教習はＥＴＣ付の実車で行います。
②　自由教習をご希望の方は、１時限につき技能教習料金５５００円（税込）が、必要になります。
③　当日キャンセル料は、１時限につき５５００円（税込）が、必要になります。
④　６時間以上技能教習が延長になった場合は、１時限につき技能教習料金５５００円（税込）が、必要になります。
⑤　途中解約の場合は、未教習分（技能・学科）について、ご返金いたします。

二部生



時限 税込価格 税抜価格 時限 税込価格 税抜価格

¥8,800 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,000

¥41,800 ¥38,000 ¥41,800 ¥38,000

31 ¥170,500 ¥155,000 34 ¥187,000 ¥170,000

26 ¥77,220 ¥70,200 26 ¥77,220 ¥70,200

¥3,960 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,600

¥1,430 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,300

¥6,050 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,500

¥5,500 ¥5,000 ¥5,500 ¥5,000

¥880 ¥800 ¥880 ¥800

¥6,050 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,500

¥6,600 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,000

¥4,070 ¥3,700 ¥4,070 ¥3,700

¥20,460 ¥18,600 ¥22,440 ¥20,400

¥353,320 ¥321,200 ¥371,800 ¥338,000

¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0

税込 税込

税込 税込

〒452-0818
名古屋市西区山田町上小田井字東古川３１０１

スマートプラン
普通自動車免許（免許をお持ちでない方）

AT ¥307,130 （税抜 ¥279,209 ）税込

令和4年11月～

A T M T
内　訳

MT ¥323,630 （税抜 ¥294,209 ）税込

※金額は変更になる場合あります。

入学申込金 無料サービス

入学金

技能教習料

学科教習料

適性検査料

高速教習料

教本代 無料サービス

原付教習費

写真代 無料サービス

¥46,190 ¥48,170

修了検定代 二回目以降￥6050

卒業検定代 二回目以降￥6,600

効果測定代 二回目以降￥4070

ご不明な点はお気軽にご相談ください！
お申し込みの際はこちらの料金表と申込用紙をご持参ください。

企画割引

※仮免試験受験料手数料・仮免許証交付手数料は受験時に必要になります。（二回目以降は1,700円）

友 達 割 引
お友達とご一緒に入校していただくと…

２名様同時入校手続で　それぞれ\10,000割引！
３名様以上で　それぞれ\15,000割引！！

※仮免受験・交付の
仮免許証交付手数料 ¥1,150 ¥1,150 手数料は非課税です

卒業までに必要な金額 ¥309,980

①　原付免許をお持ちの方は、原付技能教習料金5500円（税込）は必要ありません。
②　高速教習はＥＴＣ付の実車で行います。
③　自由教習をご希望の方は、１時限につき技能教習料金５５００円（税込）が、必要になります。
④　当日キャンセル料は、１時限につき５５００円（税込）が、必要になります。
⑤　教習の延長、試験に不合格となった場合などの追加料金（税込）は、修了検定１回につき６０５０円、卒業検定１回につき６６００円、効果測定１回につき4070円、補修教習１時限につき５５００円が必要になります。
⑥　途中解約の場合は、未教習分（技能・学科）について、ご返金いたします。

   ①とにかくリーズナブルに入校されたいあなたにおすすめのプラン！！
   ②夜間も教習が受けられるフリータイムサービス！

詳しくはお問い合わせください。 TEL　０５２-５０１-０８６４     FAX０５２-５０１-０９８４

¥326,480

合計 ¥307,130 ¥323,630
仮免試験受験手数料 ¥1,700 ¥1,700

夜間教習料 無料サービス

通常料金計

割引合計金額



①とにかくリーズナブルに入校されたいあなたにおすすめのプラン！！
②夜間も教習が受けられるフリータイムサービス！

時限 税込価格 税抜価格 時限 税込価格 税抜価格

¥8,800 ¥8,000 ¥8,800 ¥8,000

¥41,800 ¥38,000 ¥41,800 ¥38,000

29 ¥159,500 ¥145,000 32 ¥176,000 ¥160,000

2 ¥5,940 ¥5,400 2 ¥5,940 ¥5,400

¥3,960 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,600

¥1,430 ¥1,300 ¥1,430 ¥1,300

¥1,650 ¥1,500 ¥1,650 ¥1,500

¥880 ¥800 ¥880 ¥800

¥6,050 ¥5,500 ¥6,050 ¥5,500

¥6,600 ¥6,000 ¥6,600 ¥6,000

¥19,140 ¥17,400 ¥21,120 ¥19,200

¥255,750 ¥232,500 ¥274,230 ¥249,300

¥10,000 ¥0 ¥10,000 ¥0

税込 税込

税込 税込

〒452-0818
名古屋市西区山田町上小田井字東古川３１０１

スマートプラン
普通自動車免許（二輪免許をお持ちの方）

　　　　　　　　　普通自動車

A T M T

AT ¥215,280 （税抜 ¥195,709 ）税込

令和4年11月～

内　訳

MT ¥231,780 （税抜 ¥210,709 ）税込

※金額は変更になる場合あります。

入学申込金 無料サービス

入学金

技能教習料

学科教習料

適性検査料

高速教習料

企画割日

教本代 無料サービス

写真代 無料サービス

修了検定代 二回目以降¥6,050

卒業検定代 二回目以降￥6,600

夜間教習料 無料サービス

通常料金計

割引合計金額 ¥40,470 ¥42,450
合計 ¥215,280 ¥231,780

①　高速教習はＥＴＣ付の実車で行います。
②　自由教習をご希望の方は、１時限につき技能教習料金５５００円（税込）が、必要になります。
③　当日キャンセル料は、１時限につき５５００円（税込）が、必要になります。
④　教習の延長、試験に不合格となった場合などの追加料金（税込）は、修了検定１回につき６０５０円、卒業検定１回につき６６００円、補修教習１時限につき５５００円が必要になります。
⑤　途中解約の場合は、未教習分（技能・学科）について、ご返金いたします。

友 達 割 引

仮免試験受験手数料 ¥1,700 ¥1,700 ※仮免受験・交付の
仮免許証交付手数料 ¥1,150 ¥1,150 手数料は非課税です

卒業までに必要な金額 ¥218,130 ¥234,630

※仮免試験受験料手数料・仮免許証交付手数料は受験時に必要になります。

お申し込みの際はこちらの料金表と申込用紙をご持参ください。

お友達とご一緒に入校していただくと…

２名様同時入校手続で　それぞれ\10,000割引！
３名様以上で　それぞれ\15,000割引！！

詳しくはお問い合わせください。 TEL　０５２-５０１-０８６４     FAX０５２-５０１-０９８４

ご不明な点はお気軽にご相談ください！

二部生




