
●広島県　備南自動車学校

25歳までの方 26歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
150,926円 技能教習 規定時限数+6時限まで 1時限　6,480円

税込163,000円 修了検定 1回まで 1回　　4,320円
155,556円 卒業検定 1回まで 1回　　6,480円

税込168,000円
160,186円

税込173,000円
159,260円

税込172,000円
163,889円 ■交通費：教習所既定の額（上限12,960円）が支給されます。

税込177,000円 ●宿泊先：【ﾚｷﾞｭﾗｰ・ﾂｲﾝ・ｼﾝｸﾞﾙ】アカデミーハウス（校内寮）
168,519円

税込182,000円
■別途料金　仮免許試験手数料1,700円（非課税）/回（不合格の場合、受験ごとに必要）
　　　　　　　仮免許交付手数料1,100円（非課税）

2/1～3/31 ツイン

レギュラー

シングル

最短日数 入校曜日
教習料金

（上段税別　下段税込）

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

9日

10/1～1/31
4/1～5/31

ツイン

販売期間 宿泊プラン

レギュラー

シングル

保証内容

卒業まで追加料金なし

1泊　5,400円
　＊ﾂｲﾝ・ｼﾝｸﾞﾙご利用の方は
規定宿泊数を超えるとﾚｷﾞｭﾗｰへ

移動していただきます。

規定宿泊数まで規定宿泊数まで
宿泊

（食事付き）

料金表（所持免許：普通車AT）

　技能教習はすべて準中型車両で行われ、修了検定（仮免許を取得するための試験）があります。
学科教習は第2段階での1時限のみです。



●広島県　備南自動車学校

25歳までの方 26歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
124,741円 技能教習 規定時限数+6時限まで 1時限　6,480円

税込134,720円 修了検定 1回まで 1回　　4,320円
128,704円 卒業検定 1回まで 1回　　6,480円

税込139,000円
133,334円

税込144,000円
131,482円

税込142,000円
136,112円 ■交通費：教習所既定の額（上限12,960円）が支給されます。

税込147,000円 ●宿泊先：【ﾚｷﾞｭﾗｰ・ﾂｲﾝ・ｼﾝｸﾞﾙ】アカデミーハウス（校内寮）
140,741円

税込152,000円
■別途料金　仮免許試験手数料1,700円（非課税）/回（不合格の場合、受験ごとに必要）
　　　　　　　仮免許交付手数料1,100円（非課税）

●鳥取県　鳥取県東部自動車学校

30歳までの方 31歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
155,000円 技能教習 規定時限数+5時限まで 1時限　　7,560円

税込167,400円 修了検定 1回まで 1回　5,650円
■別途料金　仮免許試験手数料1,700円（非課税）/回（不合格の場合、受験ごとに必要） 卒業検定 1回まで 1回　5,650円
　　　　　　　仮免許交付手数料1,100円（非課税）

■交通費：教習所既定の額（上限20,000円）が支給されます。
●宿泊先：ﾎﾃﾙﾅｼｮﾅﾙ・ﾎﾃﾙﾚｯｼｭ鳥取駅前・ﾎﾃﾙ東横ｲﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ鳥取駅前・ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ鳥取駅北口

●島根県　松江島根自動車学校

30歳までの方 31歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
155,000円 技能教習 規定時限数+5時限まで 1時限　　7,560円

税込167,400円 修了検定 1回まで 1回　5,650円
■別途料金　仮免許試験手数料1,700円（非課税）/回（不合格の場合、受験ごとに必要） 卒業検定 1回まで 1回　5,650円
　　　　　　　仮免許交付手数料1,100円（非課税）

■交通費：教習所既定の額（上限20,000円）が支給されます。
●宿泊先：ﾎﾃﾙ東横ｲﾝ松江・松江ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ・ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ松江・松江ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ（男）・松江ｼﾃｨﾎﾃﾙ（女）

保証内容

9/26～1/25
3/25～5/31

ﾎﾃﾙｼﾝｸﾞﾙA 6日 火・水

卒業まで追加料金なし

宿泊
（食事付き）

規定宿泊数+3泊まで 1泊　6,480円

販売期間 宿泊プラン
教習料金

（上段税別　下段税込）
最短日数 入校曜日

入校曜日
保証内容

10/3～1/25
3/25～5/31

ﾎﾃﾙｼﾝｸﾞﾙA 6日 火・水

卒業まで追加料金なし

宿泊
（食事付き）

規定宿泊数+3泊まで 1泊　6,480円

販売期間 宿泊プラン

販売期間 宿泊プラン

ツイン

シングル

10/1～1/31
4/1～5/31

レギュラー

7日

ツイン

シングル

2/1～3/31

レギュラー

教習料金
（上段税別　下段税込）

最短日数

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

入校曜日
教習料金

（上段税別　下段税込）
最短日数

保証内容

卒業まで追加料金なし

1泊　5,400円
　＊ﾂｲﾝ・ｼﾝｸﾞﾙご利用の方は
規定宿泊数を超えるとﾚｷﾞｭﾗｰへ

移動していただきます。

規定宿泊数まで規定宿泊数まで
宿泊

（食事付き）

料金表（所持免許：普通車ＭT）

　技能教習はすべて準中型車両で行われ、修了検定（仮免許を取得するための試験）があります。
学科教習は第2段階での1時限のみです。



●広島県　備南自動車学校

25歳までの方 26歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
75,000円 技能教習 規定時限数+6時限まで 1時限　6,480円

税込81,000円 審査 1回まで 1回　6,480円
78,000円

税込84,240円

■交通費：教習所既定の額（上限5,000円）が支給されます。
●宿泊先：アカデミーハウス（校内寮）

●鳥取県　鳥取県東部自動車学校

30歳までの方 31歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
95,000円 技能教習 規定時限数+5時限まで 1時限　7,560円

税込102,600円 審査 1回まで 1回　5,650円

■交通費：教習所既定の額（上限20,000円）が支給されます。
●宿泊先：ﾎﾃﾙﾅｼｮﾅﾙ・ﾎﾃﾙﾚｯｼｭ鳥取駅前・ﾎﾃﾙ東横ｲﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ鳥取駅前・ｽｰﾊﾟｰﾎﾃﾙ鳥取駅北口

●島根県　松江島根自動車学校

30歳までの方 31歳以上の方 延長の場合の追加料金（税込）
95,000円 技能教習 規定時限数+5時限まで 1時限　7,560円

税込102,600円 審査 1回まで 1回　5,650円

■交通費：教習所既定の額（上限20,000円）が支給されます。
●宿泊先：ﾎﾃﾙ東横ｲﾝ松江・松江ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ・ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ松江・松江ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ（男）・松江ｼﾃｨﾎﾃﾙ（女）

卒業まで追加料金なし

卒業まで追加料金なし

保証内容

卒業まで追加料金なし

9/26～1/25
3/25～5/31

ﾎﾃﾙｼﾝｸﾞﾙA 3日 火・水

宿泊
（食事付き）

規定宿泊数+3泊まで 1泊　6,480円

販売期間 宿泊プラン
教習料金

（上段税別　下段税込）
最短日数 入校曜日

保証内容

10/3～1/25
3/25～5/31

ﾎﾃﾙｼﾝｸﾞﾙA 3日 火・水

宿泊
（食事付き）

規定宿泊数+3泊まで 1泊　6,480円

販売期間 宿泊プラン
教習料金

（上段税別　下段税込）
最短日数 入校曜日

入校曜日

10/1～1/31
4/1～5/31

3日

お
問
合
せ

く
だ
さ
い

最短日数

シングル

2/1～3/31 シングル

販売期間 宿泊プラン
教習料金

（上段税別　下段税込）
保証内容

1泊　5,400円
　＊規定宿泊数を超えると
ﾚｷﾞｭﾗｰへ移動していただき

ます。

規定宿泊数まで規定宿泊数まで
宿泊

（食事付き）

料金表（所持免許：準中型5ｔ限定ＭＴ）
技能教習はすべて準中型車両で行われ、技能審査に合格すると技能審査合格証明書が渡されます。

 合格日から3ヶ月以内に、最寄りの試験場または運転免許課のある警察署で
限定解除の手続（免許証の裏書き交付）を行ってください。


