
学生 一般 学生 一般 学生 一般

¥20,000 ¥25,000
26h分

¥52,000 ¥3,000 ¥3,000
¥100,000 ¥105,000 35h分

¥175,000
¥275,000 ¥280,000

(¥22,000) (¥27,500) (¥3,300) (¥3,300) (¥110,000) (¥115,500) (¥302,500) (¥308,000)

¥21,000 ¥26,000 1h分 ¥2,000
¥45,000 ¥50,000 30h分

¥150,000
¥195,000 ¥200,000

(¥23,100) (¥28,600) (¥49,500) (¥55,000) (¥214,500) (¥220,000)

¥25,000 ¥30,000
¥47,000 ¥52,000 11h分

¥55,000
¥102,000 ¥107,000

(¥27,500) (¥33,000)
¥5,000

1h分
¥5,000 ¥10,000 ¥2,000

(¥51,700) (¥57,200) (¥112,200) (¥117,700)

¥24,000 ¥29,000
(¥5,500) (¥11,000) (¥2,200) ¥46,000 ¥51,000 15h分

¥75,000
¥121,000 ¥126,000

(¥26,400) (¥31,900) (¥50,600) (¥56,100) (¥133,100) (¥138,600)

19h分
¥95,000

¥140,000 ¥145,000

¥23,000 ¥28,000
¥45,000 ¥50,000 (¥154,000) (¥159,500)

(¥25,300) (¥30,800) (¥49,500) (¥55,000) 23h分
¥115,000

¥160,000 ¥165,000

(¥176,000) (¥181,500)

¥22,000 ¥27,000
26h分

¥52,000 ¥3,000 ¥3,000
¥102,000 ¥107,000 28h分

¥140,000
¥242,000 ¥247,000

(¥24,200) (¥29,700) (¥3,300) (¥3,300) (¥112,200) (¥117,700) (¥266,200) (¥271,700)

¥23,000 ¥28,000 1h分 ¥2,000
¥47,000 ¥52,000 23h分

¥115,000
¥162,000 ¥167,000

(¥25,300) (¥30,800) (¥51,700) (¥57,200) (¥178,200) (¥183,700)

¥26,000 ¥31,000
¥48,000 ¥53,000 8h分

¥40,000
¥88,000 ¥93,000

(¥28,600) (¥34,100)
¥5,000

1h分
¥5,000 ¥10,000 ¥2,000

(¥52,800) (¥58,300) (¥96,800) (¥102,300)

¥25,000 ¥30,000
(¥5,500) (¥11,000) (¥2,200) ¥47,000 ¥52,000 9h分

¥45,000
¥92,000 ¥97,000

(¥27,500) (¥33,000) (¥51,700) (¥57,200) (¥101,200) (¥106,700)

16h分
¥80,000

¥126,000 ¥131,000

¥24,000 ¥29,000
¥46,000 ¥51,000 (¥138,600) (¥144,100)

(¥26,400) (¥31,900) (¥50,600) (¥56,100) 17h分
¥85,000

¥131,000 ¥136,000

(¥144,100) (¥149,600)

入校時必要料金　 全額入金

¥15,000
(¥16,500)

¥30,000
(¥33,000)

¥10,000
(¥11,000)

‐¥10,000
(-¥11,000) 　クレジットのご利用を頂くことが出来ます。

　上記料金は規定時限で卒業する場合の料金です。なお、途中でやめられた場合は、入校金・教科書料・実施済の教習や検定料金はお返しできない他、解約手数料として教習料金合計の10%を頂戴いたします。

　規定時間を超えた場合などの追加料金は、「C　追加料金」欄をご確認ください。 技能補習料

　技能教習及び技能検定の当日キャンセルは、キャンセル料がかかります。（技能教習：無断キャンセル5,500円（税込）、事前連絡時2,200円（税込）／技能検定：11,000円（税込）／前日までのキャンセルは無料） 卒業検定料

　入校時必要料金の内訳は、入校金・学科教習料・教本料・適性検査料・検定料（証明書料含む）・効果測定料・技能教習1時限分となります。

　この料金表は、予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

グループプラン ２人以上での同時申し込みの場合の割引プランです。他のプランと併用していただくプランです。他の割引との併用はできません。 ◎いずれのプランも、アプラス運転免許

N
O
T
I
C
E

C　追加料金

¥5,000(¥5,500)

¥10,000(¥11,000)

tel   025-265-0101 ／ fax  025-265-0707 ／e-mail  e@sekiyads.co.jp  

× ○

安心プラン
技能規定時限数プラス5時限までの延長教習が無料保証がされるプランで、2輪セットプラン以外のプランに併用してお申し込みいただくプランです。
技能検定再受検については保証対象外となります。 × ○

ハイスピードプラン
(技能規定時限21時限以上)

ハイスピードプラン
(技能規定時限20時限まで) 一段階中は2時限、二段階中は3時限の技能教習を毎日行うプランです。必要な学科教習の予約と合わせて、すべて自動車学校におまかせのプランです。専門のプランナーが最短日数で卒業が可能なスケジュールをお作りいた

します。春休みや夏休みなどの混雑期にスムーズな教習を行うことが可能です。定員制となりますので、春休みや夏休みでのご希望の場合は2～3ヶ月前でのお申し込みをお勧めしております。
※1月～2月は冬期間の為、このプランの取り扱いはございません。

(¥5,500)

お支払方法

フリープラン ¥0
ご自身で技能予約をしていただくプランです。7日先の技能予約がインターネットやスクール内の予約機でできます。（ 一段階６時限．二段階９時限の予約可能）
学科スケジュールも、時間割を見ながらご自身で立てていただきます。 ○ ○

プ　ラ　ン オプション料金 プランの内容と予約の取り方

(¥49,500)

(¥88,000)

普通二輪AT（小型限定）
(¥93,500)

(¥2,200) (¥126,500)

普通二輪MT
(¥44,000)

大
型
二
輪

MT

なし／原付
(¥57,200)

普通二輪MT（小型限定）

普通二輪MT（小型限定）

AT

なし／原付
(¥57,200)

普通二輪AT

(¥126,500)

(¥154,000)

(¥60,500)

普通二輪AT
(¥5,500)

(¥82,500)

普通二輪MT

普通/準中型/中型/大型

技能教習料
教習料金合計

(¥192,500)

普通/準中型/中型/大型
(¥2,200) (¥165,000)

教科書料 技能教習料 卒業検定料 卒業証明書料
入校時必要料金小計

(¥104,500)

普通二輪AT（小型限定）

PRICE LIST　【Motorcycle/大型二輪】
Niigata Sekiya Driving School

※（　　）内は税込料金 2019年10月1日現在

希望免許 現在お持ちの免許

入校時必要料金 A B A+B

1h/2,000円 1h/5,000円

入校金
適性検査 学科教習 効果測定


