


いつ取ろう？  運転免許

生協申し込みの魅力

いつ頃通いたいか早めに計画しよう！

学生時代はたっぷり時間があるから運転免許はいつでも取得できると思いがち
です。ところがそんなにのんびりはしていられないようです。
関大生協での年間お申し込みのうち、約70％が１・２回生です。３回生になると
就活準備・インターンシップ、４回生になると就活・卒論・卒業旅行と上級生に
なるほど忙しくなる学生が多いようです。
時間的に余裕のある１・２回生のうちに取得することをおすすめしています。

大学の年間スケジュールを参考　に、無理のないプランを立てましょう。

※混雑状況は年度によって変動します。また、卒業までの期間も開始時期や通う頻度、入校先の教習所のキャパシティや教習プランまたは個人差などによって異なります。　目安としてご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教習期間は開始日より９ヶ月）

提携 23校なら、生協での申し込みがお得！
生協での申し込みで、生協価格・※生協キャンペーン特典が利用できます。
※キャンペーン例：安心パック（補習料金不要）無料など、教習所・申し込み時期により異なります。
　本パンフレットには、キャンペーン情報を掲載しておりません。
　キャンペーンは、時期によって内容が異なりますので、詳細は生協に設置の各校パンフレットをみ
　ていただくか、生協ライセンスカウンター又は高槻店でおたずねください。
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関大生の自動車教習所
お申し込み受付状況

魅力
その1

お得

まずは生協にご相談
ください。

教習所とコースを決めましょう。

生協でお申し込み・
お支払い手続き

教習スタートの日を
決めます。

ライフスタイル・予算等ご希望を
お聞きし、あなたの希望にあった
教習所・コースを提案します。

現金一括、銀行振込、クレジット
カード（VISA）、
クレジットローン※

※ローンは関西大学入学後ご利用
　いただけます。

お問い合わせ先  関大生協
凜風館 3F   ライセンスカウンター
　　　　　TEL：06-6368-7566
厚生棟 2F   高槻購買店
　　　　　TEL：072-699-0275

自動車教習所の年間カレンダー　　■ とても混んでいる
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夏休み中に免許を取得したい人は
なるべく早く入校しよう！

夏休みの合宿制プラン申し込み受付開始4月（予定）
7月〜9月夏休みを活用した合宿プラン

年末までに免許を取得したい人は
８月〜９月初旬までには入校しよう!

          合宿制は約半年前から予約開始　 入校枠に は限りが有り早い者勝ちです！

※ 2021年度関大生協での
 お申し込み受付数より

4月 5月 6月 7月 8月 9月

最短約２週間で卒業できます !!

運転免許は大学生協で

お申し込みの流れ

〈夏休み〉
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コロナの影響を受け、すぐ入所できない、予約がとりづらい、卒業するのに
半年以上かかる場合があるので、早めに相談してみよう！



大学の年間スケジュールを参考　に、無理のないプランを立てましょう。

※混雑状況は年度によって変動します。また、卒業までの期間も開始時期や通う頻度、入校先の教習所のキャパシティや教習プランまたは個人差などによって異なります。　目安としてご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教習期間は開始日より９ヶ月）

お支払いは、ご希望にあう方法で！
運転免許ローンでの分割払い OK

（クレジットローンは関大生に限ります）
●一括払い　現金・振込・クレジットカード（VISA）
●分割払い　クレジットカード（VISA）・クレジットローン（Orico・JACCS）
　　　　　　※審査結果によりご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

大学の授業・クラブ・サークル・アルバイト・住まいの場所など
あなたのライフスタイル・ご希望にあった教習所をご案内します！

魅力
その3

魅力
その2

納得

便利

通学制

合宿制

スタイル1

スタイル 3

スタイル 2

【大学近くで】
関大周辺をスクールバス

（無料）が運行しており授
業の前後に通いたい方に

【短期集中で】
短期間で確実に免許を取
りたい方に

【自宅の近くで】
土日祝日や夏休み・春休
みを活用したい方に

教習所で「入校前手続き」を行います。
生協でのお申し込み・お支払いが完了しましたら、入所日前に
各校所定の手続きが必要です。

　 ◉詳細は生協でのお申し込み手続きの際ご説明します。

教習スタート

●大学生協発行の領収書
●免許証をお持ちの方はその免許証
●本籍地または国籍記載の住民票　１通（３ヶ月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの）

●本人確認書類（学生証、保険証など）

●印鑑、めがねまたはコンタクト（必要な方のみ）、また写真が有料の教習所も
　あります。

春休みの合宿制プラン申し込み受付開始10月（予定）
1〜3月春休みを活用した合宿プラン

10月・11月にスタートして
春休み（2月）にはドライブしたいな！

２〜３月は一年で一番混む時期！
入校できない場合もあるから
事前にご相談を！

          合宿制は約半年前から予約開始　 入校枠に は限りが有り早い者勝ちです！

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

春休み・夏休み以外の合宿免許をご希望の方は別途受付しております。

教習所名 教習所名 教習所名

通

学

制

阪急ドライビングスクール服部緑地

通

学

制

八尾柏原ドライビングスクール

合

宿

制

M ランド益田校
豊中自動車教習所 八尾自動車教習所

マツキドライビングスクール山形中央校茨木ドライビングスクール 武庫川自動車学園
高槻自動車教習所 尼崎ドライブスクール マツキドライビングスクール村山校
関目自動車学校 甲子園自動車教習所

マツキドライビングスクール長井校門真自動車教習所 大陽猪名川自動車学校
守口自動車教習所 M ランド丹波ささ山校 マツキドライビングスクール福島飯坂校
阪和鳳自動車学校 山科自動車教習所

M ランド丹波ささ山校光明池自動車教習所 デルタ自動車四条教習所
高石自動車スクール 二輪専門教習所   伏見デルタ 幕別自動車学校
富田林モータースクール 宝池自動車教習所

法隆寺自動車教習所

〈春休み〉
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※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
4

阪急宝塚線【豊中】駅より徒歩６分

関大前北から無料送迎バスで約13 分

 0120（130）512
〒560-0026 大阪府豊中市玉井町4−2−5
大学生協担当／河合・箕谷

 0120（645）154　TEL. 06（6863）6767
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町2丁目１−３
大学生協担当／中嶋・青木・西尾

豊中自動車教習所

阪急ドライビングスクール服部緑地

生協申し込み可能車種

生協申し込み可能車種

入校日 毎週 月・水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日午前中まで 休校日 12/29 ～ 1/6

入校
時間

月曜　　　17：00 ～ 20：00
（祝日の場合 10：０0 ～ 13：00）
水曜　　　14：00 ～ 17：00
土曜　　　10：00 ～ 13：00

入校前
手続時間

月～金  9：00～19：00
土日祝  9：00～17：00

技能予約
方法

予約機
インターネット

（PC/スマホ/ケータイ）

入校日
毎週 月・水・土曜日

（入校日が祝日の場合は
  お問い合わせ下さい）

入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
１週間以内に手続きを
完了して下さい

休校日 年末年始・特定日

入校
時間

月曜日 17：30～20：20
水曜日 14：20～17：10
土曜日 10：30～13：20

入校前
手続時間

平日・土曜  9：30～19：00
日曜・祝日  9：30～17：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット

（PC・スマホ・ケータイ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：05～09：55
02時限 10：05～10：55
03時限 11：05～11：55
04時限 12：05～12：55
05時限 14：05～14：55
06時限 15：05～15：55
07時限 16：05～16：55
08時限 17：05～17：55
09時限 18：05～18：55
10時限 19：05～19：55

教習時限表（技能・学科）
01時限 08：30～09：20
02時限 09：30～10：20
03時限 10：30～11：20
04時限 11：30～12：20
05時限 12：30～13：20
06時限 昼休み
07時限 14：20～15：10
08時限 15：20～16：10
09時限 16：20～17：10
10時限 17：30～18：20
11時限 18：30～19：20
12時限 19：30～20：20

※土日祝は8時限までとなります。

※ の箇所はフルタイム料金となります。
※１時限目は時期により実施致します。
※日祝は10時限までとなります。

●安心・信頼・実績を誇る阪急ドライビングスクール服部緑地は阪急阪神東宝グループの教習所です。
●当教習所は交通量が少なく緑に包まれた静かな環境で、経験豊かな指導員が優しく・親切に指導いたします。
●学科教習は、オンデマンド授業で24時間いつでも受講可能！
●教習生の皆様の生活スタイルに合う最適なオプションを、数多く取り揃えております。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉北千里・千里中央線

北千里駅・千里中央・二之切・春名整骨院向い
◉関大前・豊津線

千里山・関西スーパー前・JR研修所向い（大和大学）
　豊津・関大前・緑地公園駅
◉山田・佐竹台線
　山田駅・山田体育館前・新小川・南千里駅・
　桃山台歩道橋下・ジオ緑地住宅前
◉少路・豊中線
　熊野町西・緑丘イオン向い・少路駅・豊中高校前・
　豊中駅・岡町駅・曽根駅
◉庄内・三国線
　服部・庄内駅前・三国駅・東三国・江坂駅
※詳しくはお電話にてお問い合わせいただくか、ホームページをご覧下さい。
※10月1日より路線変更を予定しております。

■普通免許コース（税込価格）

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税

■その他の諸費用 ※非課税

※安心パックは〔学生〕の料金を表示しています。

※安心パックは〔学生〕の料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

デ
イ
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 310,650円 321,650円
MT 325,500円 342,000円

自動
二輪

AT 240,250円 251,250円
MT 255,100円 271,600円

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 327,150円 338,150円
MT 342,000円 358,500円

自動
二輪

AT 256,750円 267,750円
MT 271,600円 288,100円

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

デ
イ
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 307,700円 324,200円
MT 324,200円 350,600円

普通
二輪

AT 241,400円 ——
MT 257,900円 ——

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 318,700円 335,200円
MT 335,200円 361,600円

普通
二輪

AT 252,400円 ——
MT 268,900円 ——

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

※非課税
※安心パック：技能教習・各検定の延長料金が全て不要となります。

普通免許

技能教習補習料 4,950円

修了検定料 4,950円

卒業検定料 4,950円

仮免再受験料 ※ 1,700円

再効果測定料 1,650円

普通免許

技能教習補習料 5,500円
修了検定料 6,000円
卒業検定料 6,000円

仮免前学科効果測定料 1,200円
卒検前学科効果測定料 1,300円

仮免再受験料 ※ 1,700円

高速教習 実車

高速教習 実車
天候・交通規制等によりシミュレーターの場合あり

●関大生協申込特典
※初回、6時限目まで先行して技能予約をお取りします。（無料）
※写真（無料）

●安心パックプラン
　　AT…16,500 円
　　MT…26,400 円

注１：学生に限ります。二輪免許をお持ちの方はご利用できません。
注 2：技能教習、各検定の延長料金が全て不要
　　　（仮免許試験証紙代、当日キャンセル、自由練習は除く）

●デイタイム…月曜から金曜日9：30～18：20の時限帯での技能
予約となります。

●フルタイム…曜日に関係なく9：30～20：20の時限帯で技能予
約となります。 11,000円
※当日・翌日分にキャンセル等で空きがある場合はデイタイム・ フルタイムの

区分無く受講いただけます。

《コース説明》（税込価格）

●ラビット10コース…16,500 円　※予約の所持数が３個から 10 個に増えます。

●ハイスピードコース…33,000 円　※スケジュール調整表を提出の上、当校が最短で卒業できるスケジュールを作成いたします。

●オーダーメイドコース…33,000 円　※予約の所持数が3個からAT31個MT34個に増え、１ヶ月先まで予約が取得できます。

●ハーフオーダーメイド…11,000円　※ご希望された時間帯で第 2 段階のスケジュールを作成
●オーダーメイド…22,000円　※ご希望された時間帯でスケジュールを作成します。
●スピード…19,800円　　●ウィークデイ…14,300円　※デイタイムのみで当校が最短スケジュールを作成
●プチ安心パック…12,100円　※二輪免許持ちの方や MT 希望の方で安価な安心パックをご希望の方にお薦めです。
　※技能教習２時限分と再検定料１回分（検定補修１時限分含む）、仮免前学科効果測定・卒検前学科効果測定再受験 1 回分が無料

関大から 1 番近い教習所。
送迎バス最短13分

普通車

普通車

出張受付実施中!! 月曜日〜金曜日12:00〜16:00
千里山キャンパス凜風館 3 階

予約変更は
１週間先の予約と

なります。

2022年度
関大生協申し込み件数

No.1 ！

HP

TikTok



※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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JR 京都線【高槻駅】スクールバス約 7 分
阪急京都線【高槻市駅】スクールバス約 6 分

TEL. 072（675）6563
〒569-0024 大阪府高槻市日向町１番３号
大学生協担当／林

高槻自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
早急に 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水曜　 16：50～20：00
土曜　 14：50～18：00

入校前
手続時間

月～土　9：00～19：30
日・祝　9：00～17：30

技能予約
方法

校内予約機
インターネット

（PC・スマホ・ケータイ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：10～10：00
02時限 10：20～11：10
03時限 11：20～12：10
04時限 12：20～13：10
05時限 13：20～14：10
06時限 15：10～16：00
07時限 16：10～17：00
08時限 17：10～18：00
09時限 18：10～19：00
10時限 19：10～20：00

※平日の の箇所と土・日・祝は
　フルタイムの料金となります。
※日祝は８時限までとなります。

● 快適性と機能性をあわせ持った「トヨタ教習車」 運転しやすく安心して受講できます。
● 清潔で広々とした校舎！ ゆったり自習・休憩していただけるスペースを設けました。
● 無料Wi-Fi完備！ 教習生の方専用のWi-Fi環境を整えました。
● 日曜・祝日ももちろん営業！技能検定毎日実施！ スムーズに教習を進めていただけます。

★ 時期に応じて、
　 生協窓口でキャンペーン実施中！
　 生協窓口で是非お問い合わせください。
　 お得です。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉教習所〜JR高槻駅〜阪急高槻市〜教習所
◉教習所〜富田団地〜阪急富田〜教習所
◉教習所〜阿武山〜南平台〜教習所

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用（税込価格）
※安心パックは25歳までの料金を表示しています。
　他の年齢の方はお問い合わせ下さい。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

デ
イ
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 283,780円 307,000円
MT 298,870円 ——

普通
二輪

AT 225,530円 ——
MT 240,620円 ——

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 299,490円 322,710円
MT 314,580円 ——

普通
二輪

AT 241,240円 ——
MT 256,330円 ——

所持
免許

取得
免許

普通二輪
安心パック付き

小型二輪
安心パック付き

デ
イ
タ
イ
ム

無・
原付

AT 138,540円 114,060円
MT 154,860円 126,300円

普通
免許

AT   84,260円 74,330円
MT 100,580円 82,490円

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 143,770円 119,290円
MT 160,090円 131,530円

普通
免許

AT   89,490円 79,560円
MT 105,810円 87,720円

仮免交付手数料 仮免受験料 写真代
※ 1,150円 ※ 1,700円 700円

4

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

ただし二輪コースの検定の再受験料は必要となります。

普通免許 二輪免許

技能教習
補習料 5,030円 ——

修　了
検定料 4,180円 ——

卒　業
検定料 5,230円 4,180円

仮　免
再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

JR 京都線【茨木駅】スクールバス約 11 分
阪急京都線【茨木市駅】スクールバス約 6 分

 0120（124）489　TEL. 072（632）4626
〒567-0841 大阪府茨木市桑田町20−57
大学生協担当／真弓・鈴木

i.d.s 茨木ドライビングスクール
生協申し込み可能車種

入校日 月により曜日・回数が異なります。
お問い合わせください。

入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日午前中まで 休校日 毎月第一月曜日

特定日・年末年始

入校
時間

日・月曜日 　10：10～13：00
火～金曜日　 17：10～20：00
土曜日　　　 13：00～15：50

入校前
手続時間

月～土　10：00～19：00
日・祝　 9：00～17：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット

（PC・スマホ・ケータイ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：10～10：00
02時限 10：10～11：00
03時限 11：10～12：00
04時限 12：10～13：00
05時限 昼休み
06時限 14：00～14：50
07時限 15：00～15：50
08時限 16：00～16：50
09時限 17：10～18：00
10時限 18：10～19：00
11時限 19：10～20：00

※ の箇所はオールタイム料金となります。
※日祝は９時限までとなります。

● 駐車場完備／二輪・大型教習の際などにご利用ください。
● 教習中の相談・苦情ホットライン開設（フリーダイヤル＆Ｅメール）
　 安心して教習をうけてください。
● インターネット・スマートフォン予約（普通車のみ）

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉阪急茨木・JR 茨木　方面
◉鮎川・JR 摂津富田駅　方面
◉彩都西　方面
◉小野原・山田・南茨木　方面

※茨木ドライビングスクールのコース表示は、
デイタイムをスタンダードに、フルタイムを
オールタイムに、教習所のコースの呼び名
に合わせて表示しております。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

年齢 ※ AT 限定

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

免許無
原　付

AT 297,500円
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

18
〜
19

316,150円
※月曜～金曜までの昼間限定MT 312,800円

二輪・
大  型

AT 237,800円 20
〜
24

321,150円
※月曜～金曜までの昼間限定MT 253,100円

オ
ー
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 312,500円
オ
ー
ル
タ
イ
ム

18
〜
19

336,150円
※夜間 + 土日祝MT 327,800円

二輪・
大  型

AT 252,800円 20
〜
24

341,150円
※夜間 + 土日祝MT 268,100円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪 小型二輪

平
日
コ
ー
ス

無・
原付

AT 152,600円 —— 129,200円

MT 168,200円 —— 140,900円

普通
免許

AT   99,600円 ——   80,100円

MT 115,200円 ——   87,900円

普通二輪
（MT）

AT —— 88,700円 ——

MT —— 102,800円 ——

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

3

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

普通免許 二輪免許 大型二輪免許

技能教習
補習料 5,100円 3,900円 4,700円

修　了
検定料 4,100円 —— ——

卒　業
検定料 5,200円 4,100円 4,100円

仮　免
再受験料 ※ 1,700円 —— ——

キャンセル料 2,600円 2,000円 2,400円

高速教習 実車
※非課税

※非課税

●デイタイム料金にプラスオプション
　◉アフター5コース（フリーの時間帯で技能予約を各段階ごとにまとめどり）…41,900円
　◉EXPRESSコース（20日間程度の短期集中）…36,660円
　◉VIPコース（希望の日時で教習スケジュールをオーダーメイド）…41,900円

●ゆうゆうコース（安心パックプラン）…技能補習料金、再検定料金が含まれています。（AT 車限定）
●短期集中コース…36,700円短期間で卒業できるコースです。但し当校のスケジュールに沿って受講していただきますので原則お客様の
　　　　　　　　　ご都合はお伺いできません。※教習期間は最短  MT車  約18日間、  AT車  約16日間です。
●土日祝プラスコース…土日祝の予約希望の場合はスタンダードコースに別途10,000円が必要です。
●夜間プラスコース…月～金曜日の夜間（18：00～20：00）の時間帯希望の場合はスタンダードコースに別途10,000円が必要です。

きれいな施設で快適に過ごせます

技能検定毎日実施！

ATハイブリッド車で快適教習！

大型二輪普通二輪普通車

小型二輪 普通二輪普通車

準中型

※土日祝コースは+5,000円（税込）

小型二輪
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※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
6

京阪本線【門真市駅】スクールバス約 5 分

TEL. 06（6909）2301
〒571-0034 大阪府門真市東田町14番10号
大学生協担当／溝端

門真自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで

（短期集中コースは１０日前まで）
休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水曜　   9：30～12：55
　　　 17：30～20：55
日曜　   9：30～12：55

入校前
手続時間

平日　　　 9：00～19：00
土・日・祝  9：00～16：30

技能予約
方法

校内予約機・来所時窓口
インターネット（PC・スマホ）
２４時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 通常、授業なし
02時限 09：05～09：55
03時限 10：05～10：55
04時限 11：05～11：55
05時限 12：05～12：55
06時限 昼休み
07時限 13：55～14：45
08時限 14：55～15：45
09時限 15：55～16：45
10時限 16：55～17：45
11時限 18：05～18：55
12時限 19：05～19：55
13時限 20：05～20：55

● 普通車の無料体験教習を実施しています。（要予約）
● 指導員を指名できる、ノミネート制を実施しています。

■スクールバス路線（無料）
◉京阪電車、モノレール

門真市駅（バス停付近）、
古川橋駅（南側ロータリー）、
守口市駅（駅前ロータリー）、
西三荘駅（門真元町郵便局前）、
大和田駅（北側ロータリー）、

◉学研都市線、地下鉄
鴻池新田駅（バス停付近）、
門真南駅（バス停付近）

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）  時期により受付できない場合があります。

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用※安心パックは〔23〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 303,380円

MT 321,530円

普通二輪
AT 263,560円

MT 281,710円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 136,180円 ——

MT 153,780円 ——

普通
免許

AT 98,505円 ——

MT 116,105円 ——

普通
二輪

（MT）

AT —— 79,750円
MT —— 92,950円

仮免交付手数料 仮免受験料 高速道路通行料
※ 1,150円 ※ 1,700円 別途必要

6

※教習所に直接お支払いいただく費用
　です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 6,050円 4,400円
修　了
検定料 7,150円 ——
卒　業
検定料 7,150円 4,950円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

所持
免許

取得
免許

基本プラン 安心パック
普通二輪 大型二輪 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 105,050円 173,470円 123,200円 ——

MT 119,570円 197,780円 137,720円 ——

普通
免許

AT 65,890円 106,370円 84,040円 ——

MT 81,510円 131,780円 99,660円 ——

普通
二輪

（MT）

AT —— 51,370円 —— 69,520円

MT —— 62,260円 —— 80,410円

阪急【吹田駅】スクールバス約 35 分

TEL. 06（6911）1241
〒538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑３丁目２番２号
大学生協担当／阿部

関目自動車学校
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後早急に
手続きは予約制となって
おります

休校日 年末年始・GW・盆など
（不定期に定休日あり）

入校
時間

14：00 ～ 16：00
（学科免除の方は、15：00 まで）

入校前
手続時間

月～金　  9：00～19：00
土・日　  9：00～17：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット

（PC・スマホ・ケータイ）

関目自動車学校

花博記念公園鶴見緑地大阪産業大学
附属高等学校

新森古市駅
市営地下鉄
新森古市駅
市営地下鉄
新森古市駅
市営地下鉄

ケンタッキー
フライドチキン さん

シャ・ノワール

さん
Chat noir

交差点
緑１丁目

交差点
緑１丁目南

吉野家さん

さん
マクドナルド

国　道

163
ROUTE

ノワ ルワワ ルシ

国　道

479
ROUTE

N

徒歩約７分駅から

関目自動車学校
！

いつでも、にぎやかな学校です。
（少しうるさい位かも･･･）

京橋・上新庄・吹田・深江橋・布施方面への
無料スクールバス運行中！詳しくは、HPで。

当校では、ご予約を『当日朝７時まで』
キャンセル出来ます。

キャンセル料は、もったいない！

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：20～10：10
02時限 10：20～11：10
03時限 11：20～12：10
04時限 12：20～13：10
05時限 14：00～14：50
06時限 15：00～15：50
07時限 16：00～16：50
08時限 17：10～18：00
09時限 18：10～19：00
10時限 19：10～20：00

■スクールバス路線（無料）　　　                                                                               
◉京橋・上新庄・吹田・深江橋・布施方面など広範囲に無料スクールバス運行中！
※詳しくは、HPで！

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税※安心パックは〔25〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 275,550円 304,700円

MT 295,460円 324,610円

普通
二輪

AT 222,750円 251,900円

MT 242,880円 272,030円

仮免交付手数料 仮免受験料

※ 1,150円 ※ 1,700円

5

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。
※自由教習 4,730 円

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 4,730円 3,630円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——
効果測定

キャンセル料 550円 550円
応急救護

キャンセル料 1,100円 1,100円

高速教習 実車

※同時教習の安心パックの適用は、４輪（普通車）のみです。二輪には適用されません。

※非課税

●オーダーメイドコース…お客様のご予定に合わせた『教習スケジュール』を作成させて頂きます。　33,000円
●短期集中コース…当校が作成した『最短教習スケジュール　最短18日間』にて教習を行います。　33,000円
※注意点　お客様の個人的なご都合によるスケジュールの変更は出来ません。

●普　通　車…安心パック23歳以下22,000円   スケジュールコース料金22,000円

●自動二輪車…安心パック23歳以下16,500円　 スケジュールコース料金22,000円

運転免許をとろう！

大型二輪普通二輪普通車

小型二輪 大型二輪普通二輪普通車

※土日は８時限までとなります。
※１時限目は土日・繁忙期のみ

※土日祝は10時限までとなります。



大
阪
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※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
7

大阪モノレール【大日駅】よりスクールバス約 10 分

TEL. 06（6901）2912
〒570-0017 大阪府守口市佐太東町１丁目３番１２号
大学生協担当／室原

守口自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週水・日曜日 入校前
手続期限 入校日の５日前まで 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水曜 18：05～19：55
日曜 10：05～11：55

入校前
手続時間

平日　　  10：00～19：00
土・日・祝  9：00～16：00

技能予約
方法

校内予約機・来所時窓口
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
２４時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：05～09：55
02時限 10：05～10：55
03時限 11：05～11：55
04時限 12：05～12：55
05時限 13：05～13：55
06時限 14：05～14：55
07時限 15：05～15：55
08時限 16：05～16：55
09時限 17：05～17：55
10時限 18：05～18：55
11時限 19：05～19：55
12時限 20：05～20：55

● 普通車の無料体験を実施しています。（要予約）
● 指導者を指名できる、ノミネート制を実施しています。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用
所持
免許

取得
免許 基本プラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無原付

AT 303,380円

MT 321,530円

普通二輪

AT 263,560円

MT 281,710円

所持
免許

取得
免許 普通二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・原付

AT 136,180円

MT 153,780円

普通免許

AT 98,505円

MT 116,105円

仮免交付手数料 仮免受験料 高速道路通行料
※ 1,150円 ※ 1,700円 別途必要

7

※教習所に直接お支払いいただく費用
　です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税

普通免許 二輪免許

技能教習
補習料 6,050円 4,400円
修　了
検定料 7,150円 ——

卒　業
検定料 7,150円 4,950円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

JR 阪和線【鳳駅】スクールバス約 5 分

TEL. 072（271）1028
〒593-8323 大阪府堺市西区鶴田町30番１号
大学生協担当／冨永

阪和鳳自動車学校
生協申し込み可能車種

入校日
週最高４回
月により曜日・回数が異なります。
お問い合わせください。

入校前
手続期限

関大生協でお支払い後、
入校日の前日まで
手続きは予約制となって
おります。

休校日 年末年始・特定日

入校
時間

入校日により異なりますの
で、お問い合わせください。

入校前
手続時間

平日　　　 9：00～19：00
土・日・祝  9：00～17：00

技能予約
方法

校内予約機、インターネット
（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

阪和鳳自動車学校

GS

G
S

堺
市
役
所

西
区
役
所
ウイン
グス

大鳥
大社

至津久野

至泉北至和歌山至和歌山

至天王寺 至なんば
（阪神高速堺線）

J
R
阪
和
線

JR羽衣
線

鳳
駅

国
道
26
号
線

泉
北
2
号
線

和
泉
泉
南
線

教習時限表（技能・学科）
01時限 08：50～09：40
02時限 09：50～10：40
03時限 11：00～11：50
04時限 12：00～12：50
05時限 13：00～13：50
06時限 14：00～14：50
07時限 15：00～15：50
08時限 16：00～16：50
09時限 17：00～17：50
10時限 18：00～18：50
11時限 19：00～19：50

※土・日・祝日は、９時限目までとなります。

● 1954 年創立以来、卒業生 37 万人以上の実績。
　 歴史と伝統に裏打ちされた丁寧な指導！

■スクールバス路線（無料）　　      
①堺東駅方面
②三国ヶ丘駅・百舌鳥駅・上野芝駅・
　津久野駅方面
③ JR 鳳駅・南海羽衣駅方面
④南海中百舌鳥駅方面
⑤大阪公立大学 杉本キャンパス・
　あびこ駅・北花田駅・新金岡駅・
　大阪メトロなかもず駅方面
⑥大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス・
　白鷺駅・深井駅方面
※当校ホームページからスクールバスの
　運行情報がわかります。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■追加料金（税込価格）

※安心パックは24歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 一般コース 安心パックコース

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 301,070円 329,670円

MT 321,530円 353,430円

普通
二輪

AT 244,530円 273,130円

MT 264,990円 296,890円
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※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補修料、各検定の再受験料が不要となります。
※当日欠席料金は、技能教習（税込6,820円）、技能検定（税込5,500円）。
　ただし、当日開始時間までの連絡であればいすれも（税込3,300円）。

普通免許

技能教習補習料 6,820円

修了検定料 5,500円

卒業検定料 5,500円

仮免再受験料 ※ 1,700円

学科効果測定料 1,650円

高速教習 実車
●平日スケジュールコース…22,000円卒業までの教習スケジュールを作成させていただきます。（技能教習は平日のみ）
●スーパースケジュールコース…44,000円　土曜・日曜・平日を問わず、卒業までの教習スケジュールを作成させていただきます。

●普通車…安心パック【23歳以下】22,000円　スケジュールコース 22,000円

●二輪車…安心パック【23歳以下】16,500円　スケジュールコース 22,000円

【さらにお得な特典】…友割
　　　　　　　　　    （大学生協での入金後、教習所で複数人数で同時に入学申込み
　　　　　　　　　　  をしていただくと、その場でキャッシュバックいたします）

５人同時入学の場合、お一人さまにつき 10,000円キャッシュバック
４人同時入学の場合、お一人さまにつき   7,000円キャッシュバック
３人同時入学の場合、お一人さまにつき   5,000円キャッシュバック
２人同時入学の場合、お一人さまにつき   3,000円キャッシュバック

★マイペースコース…11,000円が無料！第１段階、第２段階ごとにすべての技能教習時限数分がご自身で予約できます。
★昼夜間コース…11,000円が無料！昼間だけでなく、夜間技能教習（10・11時限目）も受けられます。

■生協お申し込み特典■

■スクールバス路線（無料）　    

◉守口方面（京阪本線）、守口市駅→
　土居（ファミリーマート）→大日駅
　（大阪モノレール）→教習所
◉摂津方面（大阪モノレール）、
　大日駅（送り）→南摂津駅→教習所

◉守口方面（京阪本線）、守口市駅→
　大日駅（大阪モ　ノレール）→教習所
◉摂津方面（大阪モノレール）、
　大日駅（送り）→南摂津駅→教習所
※寝屋川・萱島につきましては
　お問い合せ下さい。

平日

土日祝

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

　広いコースで、実践的な
技能教習ができる！（21,776㎡）

小型二輪 普通二輪普通車

普通車

※平日2時限〜、土日祝は９時限までと
　なります。

■その他の諸費用（税込価格）
仮免交付手数料 仮免受験料 写真代
※ 1,150円 ※ 1,700円 880円

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※非課税

関
西
大
学
堺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
方
に
お
す
す
め



大
阪
府

※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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南海本線【北助松駅】徒歩約３分

TEL. 072（263）1111
〒592-0014 大阪府高石市綾園７丁目５番４７号
大学生協担当／大谷

高石自動車スクール
生協申し込み可能車種

● AT 最短20日、MT 最短22日で卒業可能のハイスピード
● 安心パック付きで補習になっても大丈夫
● 担当制だからインストラクターが責任教習を行います
● スカイカメラによるＳ字、Ｌ字、縦列駐車、方向変換教習

■スクールバス路線（無料）　　        
◉無料ポイント送迎でラクラク通学
◉最新のシステムで携帯から
　簡単予約
◉その日の予定に合わせてポイントを
　選べます
◉南海難波駅から電車で29分
◉最寄駅は南海線北助松駅で駅から
　徒歩３分

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
仮免交付手数料 仮免申請料

※ 1,150円 ※ 1,700円

10

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：再検定料金、技能教習補習料が含まれています。

普通免許

自由教習科 5,610円

当日欠席料 4,400円

仮免再受験料 ※ 1,700円

高速教習 実車

泉北高速線【光明池駅】スクールバス約 9 分

TEL. 0725（56）1000
〒594-1102 大阪府和泉市和田町４０１−１
大学生協担当／辻本

光明池自動車教習所
生協申し込み可能車種

● 平日の夜は９時まで。土・日・祝日も休まず営業しております。
● 普通車の無料体験教習を実施しています。（要予約）
● 当教習所は、教習効果を高め、より充実した教習を受けていただくために、グループ教習を実施してお
　ります。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉光明池駅方面
◉和泉中央駅・桃山学院大学方面
◉泉ヶ丘駅・栂美木多駅方面
◉ JR 和泉府中駅方面

★時期に応じて
　オプションプラン無料等の
　キャンペーン実施中！

生協にお問い合わせください。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用（税込価格）
※安心パックは〔23〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 305,030円 327,030円

MT 323,180円 345,180円

普通
二輪

AT 263,560円 285,560円

MT 281,710円 303,710円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税

※非課税

■普通免許コース（税込価格）
※安心パックは〔24〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン ハイスピード＋安心パック付

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 308,550円

MT 324,335円

普通
二輪

AT 255,233円

MT 271,040円

●安心パックプラン…22,000円　技能補習料、技能延長料、再技能検定料、再学科効果測定料の追加料金が不要です。
●スケジュールプラン…22,000円　お客様の都合に合わせて教習スケジュールを作成します。
●スピードプラン…33,000円　最短期間で卒業できるよう設定されたプランです。

明るく楽しい教習所です！

入校日 毎週 水・金・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の２日前まで 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水・日曜 10：00～12：55
水・金曜 18：05～20：55

入校前
手続時間

月～金　　 9：00～20：00
土・日・祝  9：00～17：00

技能予約
方法

校内予約機・電話・来所時窓口
インターネット（PC・スマホ）
２４時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：00～09：50
02時限 10：00～10：50
03時限 11：00～11：50
04時限 12：05～12：55
05時限 13：05～13：55
06時限 14：05～14：55
07時限 15：05～15：55
08時限 16：05～16：55
09時限 17：05～17：55
10時限 18：05～18：55
11時限 19：05～19：55
12時限 20：05～20：55

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 137,280円 ——

MT 154,880円 ——

普通
免許

AT 98,505円 ——

MT 116,105円 ——

普通
二輪

（MT）

AT —— 79,750円
MT —— 92,950円

仮免交付手数料 仮免受験料 高速道路通行料
※ 1,150円 ※ 1,700円 1,260円

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 6,050円 4,400円
修　了
検定料 7,150円 ——
卒　業
検定料 7,150円 4,950円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——
仮免許前学科

効果測定 550円 ——
卒検前学科
効果測定 1,100円 1,100円

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：40～10：30
02時限 10：40～11：30
03時限 11：40～12：30
04時限 12：40～13：30
05時限 13：40～14：30
06時限 14：40～15：30
07時限 15：40～16：30
08時限 16：40～17：30
09時限 17：40～18：30
10時限 18：40～19：30
11時限 19：40～20：30

入校日 毎週火・水・金・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の５日前まで
手続きには予約が必要

休校日 年末年始・特定日

入校
時間

日曜日     9：40～12：30
火・金曜日 17：40～20：30
水曜日   11：40～14：30

入校前
手続時間

平日　　　 9：30～18：00
土・日・祝  9：30～15：00

技能予約
方法 スケジュール制

小型二輪 大型二輪普通二輪普通車

普通車

高速教習 実車

※土日祝は９時限までとなります。

※土日祝は７時限までとなります。



大
阪
府

※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 6,050円 4,400円
修　了
検定料 7,150円 ——
卒　業
検定料 7,150円 4,950円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——
仮免前学科
効果測定 660円 ——

卒検前学科
効果測定 1,320円 1,320円

JR 大和路線【志紀駅】スクールバス約 3 分

TEL. 072（949）0001
〒581-0033 大阪府八尾市志紀町南４丁目２１１
大学生協担当／吉村

八尾柏原ドライビングスクール
生協申し込み可能車種

入校日 火・木・土・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

火曜日   17：00～19：50
木・日曜日 10：00～12：50
土曜日   13：50～16：40

入校前
手続時間

平日　　　 9：00～20：00
土・日・祝  9：00～17：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 通常、授業なし
02時限 09：00～09：50
03時限 10：00～10：50
04時限 11：00～11：50
05時限 12：00～12：50
06時限 13：50～14：40
07時限 14：50～15：40
08時限 15：50～16：40
09時限 17：00～17：50
10時限 18：00～18：50
11時限 19：00～19：50
12時限 20：00～20：50

※土日祝は９時限までとなります。

● 八尾市・柏原市・藤井寺市・羽曳野市・
　 平野区にお住まいの方は通学に便利な
　 教習所です。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉志紀、長吉長原、八尾南駅方面
◉古市、土師ノ里方面
◉国分駅方面
※詳しくは、当教習所までお電話ください。
　お待ちしております。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用
※安心パックは〔23〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 303,380円 325,380円
MT 321,530円 343,530円

普通
二輪

AT 263,560円 285,560円
MT 281,710円 303,710円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 136,180円 ——

MT 153,780円 ——

普通
免許

AT 98,505円 ——

MT 116,105円 ——

普通
二輪

（MT）

AT —— 79,750円
MT —— 92,950円

仮免交付手数料 仮免受験料 高速道路通行料
※ 1,150円 ※ 1,700円 実費

12

※教習所に直接お支払いいただく費用
　です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補修料、各検定の再受験料が不要となります。

高速教習 実車

※非課税

●スピードコース…短期間（最短20日）で卒業できるプランです。22,000円

●スケジュールコース…入所から卒業までスケジュール（予定）を作成させていただくプランです。22,000円

私たちと楽しく
免許を取りましょう！

近鉄長野線【富田林西口駅】徒歩約 6 分

TEL. 0721（23）4500
〒584-0031 大阪府富田林市寿町３丁目７番７号
大学生協担当／石田

富田林モータースクール
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・土・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水曜日　16：30～19：30
土・日曜日 12：30～15：20

入校前
手続時間

月～金　　 9：30～19：30
土・日・祝  9：30～17：20

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：30～10：20
02時限 10：30～11：20
03時限 11：30～12：20
04時限 12：30～13：20
05時限 13：30～14：20
06時限 14：30～15：20
07時限 15：30～16：20
08時限 16：30～17：20
09時限 17：30～18：20
10時限 18：40～19：30
11時限 19：40～20：30

● 常にお客様の立場を尊重した教育マナーを心がけています。
● 携帯電話・パソコンから 24 時間、いつでも、どこでも技能予約・学科の練習問題ができます。
● 主要駅より無料スクールバス直結

■スクールバス路線（無料）　　　        
❶梅の里ーさつき野ー藤沢台方面　　  約35分
❷キックスー貴望ヶ丘ー千代田駅方面  約45分
❸三日市ー南花台ー七ツ辻方面　　　  約30分
❹古市駅ー野々上ー羽曳が丘方面　　  約45分
❺寺池台ー金剛駅ー向陽台方面　　　  約35分
❻富田林ー芸大ー聖和台方面　　　　  約40分
❼河内長野ー清見台方面　　　　　　  約45分
全コース  予約制

■普通免許コース（税込価格） ■自動二輪免許コース（税込価格）

■オプションプラン　（安心パックプランのみ、つけることができます）（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
※安心パックは〔24〕歳までの料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 282,040円 294,580円
MT 300,080円 310,420円

普通
二輪

AT 229,680円 238,920円
MT 245,520円 254,760円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT —— ——

MT 136,950円 ——

普通
免許

AT —— ——

MT 89,100円 ——

普通
二輪

（MT）

AT —— ——

MT —— 72,050円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

11

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

普通免許 二輪免許

技能教習補習料 5,280円 3,300円
検定再受検料 5,280円 4,400円
仮効再受験料 1,100円 ——

卒効再受験料 1,650円 1,650円
仮免再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

●短期コース…11,000 円　通常、所内 4H・路上 6H の予約制限のところを、所内 6H・路上 8H まで予約が可能となる
　　　　　　　コースです。
●スケジュールコース…22,000円　お客様のご都合に合わせて、最短での技能・学科の予約をお取りするコースです。 
　　　　　　　　　　　お客様ご自身でご予約をお取り頂く必要はございません。

小型二輪 大型二輪普通二輪

普通車

普通車

普通二輪

※土日祝は９時限までとなります。

大型二輪



※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
10

大
阪
府

兵
庫
県

近鉄大阪線【高安駅】徒歩約 3 分

TEL. 072（999）1234
〒581-0875 大阪府八尾市高安町南７−２１（近鉄高安駅下車東すぐ）
大学生協担当／竹下

八尾自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日 12 時まで 休校日 年末年始・特定日

入校
時間

水曜　17：10～20：30
土曜　10：10～13：30

入校前
手続時間

平日　　　 9：30～20：00
土・日・祝  9：30～18：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 通常、授業なし
02時限 09：40～10：30
03時限 10：40～11：30
04時限 11：40～12：30
05時限 12：40～13：30
06時限 13：40～14：30
07時限 14：40～15：30
08時限 15：40～16：30
09時限 16：40～17：30
10時限 17：40～18：30
11時限 18：40～19：30
12時限 19：40～20：30

※１時限目は特定期間（繁忙期）のみ実施
※土日祝は10時限までとなります。

● 教習中もインターバルも笑顔やコミュニケーションが絶えないアットホームな教習所！
● 花と緑がいっぱいの洋風でおしゃれな校舎が大好評！
● 通学はとっても便利！近鉄大阪線高安駅より東へ約350m！自転車バイク駐輪場も完備！
● 無料スクールバスもとっても便利！

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉近畿大学コース
◉国分・大阪教育大学コース
◉瓢箪山コース
◉近鉄八尾駅・山本駅循環コース
◉出戸、八尾南方面、
　JR久宝寺・JR八尾方面、
　太子堂・25号線方面、志紀方面、
　藤井寺・羽曳野方面の方は無料個別
　送迎（要予約制）がございます。

個別送迎はコロナの状況により、
　休止することがあります。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
※安心パックは〔学生〕の料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本（チャレンジ）プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 284,250円 295,250円

MT 298,650円 309,650円

普通
二輪

AT 218,250円 229,250円

MT 232,650円 243,650円

所持
免許

取得
免許

普通二輪
（チャレンジコース）

普通二輪
（安心パックコース）

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 114,700円 125,700円

MT 129,700円 140,700円

普通
免許

AT 74,900円 85,900円

MT 89,900円 100,900円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

13

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。

仮免許学科試験再試験の場合は申請料1,700円が必要になります。

高速教習 実車

普通免許 二輪免許

技能教習
補習料

所内 4,750円
路上 4,950円 3,750円

修　了
検定料 4,950円 ——
卒　業
検定料 4,950円 3,750円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——
卒業学科
試験料 2,200円 2,200円

阪急神戸線【武庫之荘駅】スクールバス約 10 分

TEL. 06（6431）5267（代表）
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽４丁目１番１３号
大学生協担当／井筒

武庫川自動車学園
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 火・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで

（土曜日入校は水曜日まで）
休校日

金曜日
年末年始・特定日

入校
時限

火曜日   17：30～20：20
（祝日の場合  9：20～12：10）
土曜日    9：20～12：10

入校前
手続時間

月～木　　 9：00～20：00
土・日・祝  9：00～16：30

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時限対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：20～10：10
02時限 10：20～11：10
03時限 11：20～12：10
04時限 12：20～13：10
05時限 13：20～14：10
06時限 14：20～15：10
07時限 15：20～16：10
08時限 16：20～17：10
09時限 17：30～18：20
10時限 18：30～19：20
11時限 19：30～20：20

■普通免許コース 安心パック付き （税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用（税込価格）※二輪免許所持の方は免許なしの方の料金から33,000円（税込）割引です。
※追加延長補習教習無料です。
※大型二輪コースの料金はお問い合わせ下さい。所持

免許
取得
免許 基本プラン ウィークデイコース ファストパスコース

（4月～6月・9月～11月入校）

デ
イ
タ
イ
ム

免許無
AT 264,000円 253,000円 ——
MT 275,000円 264,000円 ——

原　付
AT 260,700円 249,700円 ——
MT 271,700円 260,700円 ——

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
AT 275,000円 264,000円 308,000円
MT 286,000円 275,000円 319,000円

原　付
AT 271,700円 260,700円 304,700円
MT 282,700円 271,700円 315,700円

仮免交付手数料 仮免受験料 写真代

※ 1,150円 ※ 1,700円 500円

14

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：検定料金（２回目以降）、技能教習補習料が含まれ
　ています。
※追加・延長・補習教習には安心パックが適用される限度時限数が
　あります。
　技能教習を一定期間中断されますと安心パックから外れます。
　詳細は学園までお問い合わせください。

普通免許
仮　免

再受験料 ※ 1,700円

高速教習 実車（プリウス）/シミュレーター
天候・交通規制などによりシミュレーターの場合あり

所持
免許

取得
免許 普通二輪

デ
イ
タ
イ
ム

無・
原付

AT 122,100円
MT 139,700円

普通
免許

AT 84,700円
MT 102,300円

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 127,600円
MT 145,200円

普通
免許

AT 90,200円
MT   107,800円

※基本（チャレンジ）プラン：技能補習、技能検定や卒業学科試験の再受験時には追加料金が必要となります。

※非課税

★普通車オーダーメイドコース★（コロナの状況により休止することがあります。）
学校やアルバイトなどで忙しい方も、お客様の予定に合わせたスケジュールで教習を受けていただけます。
上記料金に合わせてオプション追加料金をお支払いいただきます。20,000円

●ファストパスコース…お客様のご予定に合わせ教習計画を作成し、教習予約も優先的に取ることができます。
　　　　　　　　　　　免許取得をお急ぎの方や、込み合うシーズンに教習を受講される方には大変便利なコースです。
　　　　　　　　　　　7・8月、12月から3月にご入校の場合、上記金額に+22,000円となります。定員有りの為、教習所までご確認下さい。
●ウィークデイコース…定休日（金曜）以外の平日（月～木曜日）のみ受講・受験が可能なコースです。
　　　　　　　　　　　※学科教習については全ての曜日で受講可能。

駅近で
通学にとっても便利 !

小型二輪 大型二輪普通二輪普通車

小型二輪 普通二輪普通車

● 直線最長205m！阪神間でも最大級の四輪コースなので運転が初めての方でも安心！　● 学生の方のライフスタイルに合わせた様々なコースをご用意しております！
● 教習の空き時間でも時間を有効活用出来るようカフェを設置しております。　● 各種 SNS（Facebook、twitter 等）で学園の情報を発信中！武庫川自動車学園で検索して下さいね！

※ の箇所はフルタイム料金となります。
※土日祝は８時限までとなります。

10
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※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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阪神電鉄本線【甲子園駅】スクールバス約 10 分

TEL. 0798（47）4881
〒663-8141 兵庫県西宮市高須町１丁目３番１号
大学生協担当／藤本

甲子園自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の５日前まで 休校日 月曜日・年末年始・特定日

入校
時間

水曜　　17：30～20：20
土曜　　13：30～16：50

入校前
手続時間

火～金　　 9：00～19：30
月・土・日・祝 9：00～16：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：10～10：00
02時限 10：10～11：00
03時限 11：10～12：00
04時限 13：00～13：50
05時限 14：00～14：50
06時限 15：00～15：50
07時限 16：00～16：50
08時限 17：30～18：20
09時限 18：30～19：20
10時限 19：30～20：20

※土日祝は７時限までとなります。

● PC・携帯で…
　 技能予約・キャンセルが24時間OK !
　 学科の自習がいつでもできる！
　 無料送迎バスの現在地がわかる！

■普通免許コース（税込価格）

準中型の料金はお問い合せ下さい。
■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税

所持
免許

取得
免許 基本プラン　 安心パック付き

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 280,500円
MT 292,600円

普通
二輪

AT 249,700円
MT 261,800円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

16

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

普通免許 二輪免許

技能教習
補習料 —— 4,400円

卒　業
検定料 —— 4,400円

仮　免
再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 121,000円 ——

MT 139,700円 216,700円

普通
免許

AT 82,500円 ——

MT 96,800円 162,800円
普通二輪
（MT） MT —— 85,800円

※非課税
※安心パック：検定料金（2 回目以降）、技能教習補習料が含まれていま
　　　　　　　す。（普通車）
　　　　　　　検定料金（2 回目以降）、技能教習料金10時限までが含ま
　　　　　　　れています。（二輪）

●スピードコース　４～６月／９～ 12 月　33,000円
　　　　　　　　　１～３月／７～８月　  44,000円
●マイプランコース　33,000円
※他オプションについては生協にお問い合わせ下さい。

16,500㎡のとっても広い
教習コース！

阪神神戸線【尼崎駅】スクールバス約 5 分

TEL. 06（6481）8682
〒660-0834 兵庫県尼崎市北初島町１３
大学生協担当／金田

尼崎ドライブスクール
生協申し込み可能車種

入校日 日曜日・木曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の４日前まで 休校日 12/28 ～ 1/4・特定日

入校
時間

木曜　　 17：30～20：20
（祝日の場合 9：20～12：10）
日曜　　   9：20～12：10

入校前
手続時間

平日　　　 9：30～19：00
土・日・祝  9：30～16：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 通常、授業なし
02時限 09：20～10：10
03時限 10：20～11：10
04時限 11：20～12：10
05時限 通常、授業なし
06時限 13：20～14：10
07時限 14：20～15：10
08時限 15：20～16：10
09時限 16：20～17：10
10時限 17：30～18：20
11時限 18：30～19：20
12時限 19：30～20：20
13時限 20：30～21：20

※学科は１２時限まで
※土日祝は９時限までとなります。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
※ 24 歳までの方は基本プラン料金で安心パック付 仮免交付手数料 仮免受験料

※ 1,150円 ※ 1,700円

15

※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：検定料金、技能教習補習料が含まれています。

普通免許 二輪免許

技能教習
補習料 —— 4,400円

卒　業
検定料 —— 4,400円

仮　免
再受験料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

所持
免許

取得
免許 普通二輪 オーダーメイド付 大型二輪 オーダーメイド付

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 118,800円 ——
MT 137,500円 225,500円

普通
免許

AT 73,700円 ——
MT 92,400円 165,000円

普通二輪
（MT） MT —— 70,400円

所持
免許

取得
免許

基本プラン
安心パック＋オーダーメイド付

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 283,800円
MT 288,200円

普通
二輪

AT 250,800円
MT 255,200円

10 時限補償パックについて（二輪）11,000円
●基準教習時限をオーバーした 10 時限の追加料金が不要。
●卒業検定不合格の場合、再試験料と１時限の補償教習料金を補償します。
●技能教習を１ヶ月以上中断すると自動的に補償パックから外れます。又、教習途中からの補償パックへの変更はできません。

ホメて伸ばす教習所！

大型二輪普通二輪普通車

大型二輪普通二輪普通車 準中型



兵
庫
県

※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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JR【川西池田駅】　　　　　　　　　　　　　スクールバス約 15 分阪急宝塚線【川西能勢口駅】

JR 宝塚線【篠山口駅西口】スクールバス約 15 分

TEL. 072（766）8080
〒666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字釘貫７３３
大学生協担当／平尾

TEL.  079（552） 0815
〒669-2436 兵庫県丹波篠山市池上569
大学生協担当／近藤

大陽猪名川自動車学校

Mランド丹波ささ山校
（篠山自動車教習所）

生協申し込み可能車種

生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後入校日の
２日前まで
水曜入校　月曜日19：30まで
土曜入校　木曜日16：00まで

休校日 年末年始

入校
時間

水曜　　18：10～21：00
土曜　　  9：50～12：40

入校前
手続時間

月～水・金曜日 10：00～20：00
木・土・日・祝日 10：00～17：00

（季節により変動有）

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

入校日 毎週 火・木・土曜日 入校前
手続期限 入校日の７日前まで 休校日 12/30~1/3

入校
時間

12：30～
 ※季節により変更あり

入校前
手続時間 9：30～17：30 技能予約

方法
校内予約機
電話・来所時

※ の箇所はフルタイム料金となります。
※季節により変動有り
※木土日祝は９時限までとなります。

※季節により02 時限〜 10 時限

● フレンズパックは２名同時申し込み→5,000円、3～4名→10,000円、
5名～→15,000円をキャッシュバック

● 阪急川西能勢口駅から約15分
● 無料送迎バスは自宅前送迎可能！お好きな乗車ポイントを３箇所まで登録できます。
● 女性指導員多数在籍。抜群の教習環境と高い指導力が魅力！

■スクールバス路線（無料）　　　        

■スクールバス路線（無料）　

◉在・卒生の満足度95%以上!!
　詳しくは　http://www.inagawa-ds.co.jp

◉定期便
　JR北伊丹経由　川西能勢口

◉JR三田方面
◉フラワータウン、ウッディタウン、
　ガーデンタウン方面
◉カルチャータウン方面
◉広野、相野方面
◉柏原、石生、谷川方面

■普通免許コース（税込価格）

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税

■その他の諸費用 ※非課税

※安心パックは〔18 〜 19 歳〕の料金を表示しています。

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

デ
イ
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 294,140円 310,640円
MT 302,940円 341,440円

普通
二輪

AT 254,540円 271,040円
MT 263,340円 301,840円

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 300,740円 317,240円
MT 309,540円 348,040円

普通
二輪

AT 261,140円 277,640円
MT 269,940円 308,440円

所持免許 取得免許 基本プラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 265,100円
MT 280,500円

普通
二輪

AT 228,800円
MT 244,200円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※教習所に直接お支払いいただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習延長料・補習料（各検定１回まで）が含まれています。
　　　　　　 卒業時の状況によってはキャッシュバックもあります。

※非課税
※キャンセル料は、予約前日17時以降にキャンセルする場合です。
　前日の17時までのキャンセルであれば不要です。
※技能教習補習・追加・延長は 5 時限まで無料。

所持
免許

取得
免許 普通二輪 小型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 117,590円 97,240円

MT 137,830円 ——

普通
免許

AT 78,540円 63,800円

MT 99,550円 ——

●普通車二輪共に→短期集中コース・オーダーメイドコース有。普通車のみ安心パックコース有。
●短期集中コース→フルタイムの料金込 50,600円
※オーダーメイドコースは実施しない時期があります。

●オーダーメイドプラン…事前に空いている日程や時間を確認してから弊社で予約を行います。11,000円
●ウィークエンドプラン…土日祝で予約を組みます。※必ずすべての土日祝に予約があるとは限りません。
　　　　　　　　　　　　11,000円
●短期集中プランはお問い合わせください。

自宅前送迎で便利！安心！

教習時限表（技能・学科）
01時限 通常、授業なし
02時限 通常、授業なし
03時限 09：50～10：40
04時限 10：50～11：40
05時限 11：50～12：40
06時限 13：50～14：40
07時限 14：50～15：40
08時限 15：50～16：40
09時限 16：50～17：40
10時限 18：10～19：00
11時限 19：10～20：00
12時限 20：10～21：00

教習時限表（技能・学科）
01時限 08：30～09：20
02時限 09：30～10：20
03時限 10：30～11：20
04時限 11：30～12：20
05時限 13：10～14：00
06時限 14：10～15：00
07時限 15：10～16：00
08時限 16：10～17：00
09時限 17：20～18：10
10時限 18：20～19：10
11時限 19：20～20：10
12時限 20：20～21：10

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円

仮免交付手数料 仮免受験料

※ 1,150円 ※ 1,700円

普通免許 普通免許

技能教習補習料 5,000円 キ ャ ン セ ル 料 5,000円

修 了 検 定 料 4,000円 仮 免 再 受 験 料 ※ 1,700円

卒 業 検 定 料 4,000円 効 果 測 定 料 500円

高速教習 実車

高速教習 実車

小型二輪 普通二輪普通車

普通車

イオンモール
猪名川店

大型二輪

◉大型二輪については、お問い合わせください。

● M ランドささ山校は「心を創る学校」です。
● M ランドは、挨拶から始まります。
● 私たちのルールは一つ、それは「挨拶」

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 5,500円 3,980円
修　了
検定料 5,500円 ——
卒　業
検定料 5,500円 4,400円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——
当　日

キャンセル料 2,750円 2,750円
効　果
測定料 500円 500円



京
都
府

※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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JR 奈良線・京阪・地下鉄東西線【六地蔵駅】
スクールバス約 7 分

TEL. 075（571）8841
〒601-1414 京都府京都市伏見区日野奥出５６番地
大学生協担当／熊澤・中山・山田

山科自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日
毎週 土曜日
土曜日に都合の悪い方は
日曜日でも可※要連絡

入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで 休校日 月曜日・GW・お盆・

年末年始

入校
時間

午前　10：00 ～ 13：40
午後　16：35 ～ 19：50

入校前
手続時間

火～土　9：00 ～ 19：50
日・祝　9：00 ～ 16：40

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時限対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：00～09：50
02時限 10：00～10：50
03時限 11：00～11：50
04時限 12：00～12：50
05時限 13：50～14：40
06時限 14：50～15：40
07時限 15：50～16：40
08時限 16：50～17：40
09時限 18：00～18：50
10時限 19：00～19：50

※季節により教習時間が変更になる場合
　があります。
※日祝は７時限までとなります。

当所は京都の東南に位置し、付近には醍醐三宝院等名所
旧跡があり、緑豊かな教育環境です。

「わかりやすい教習」をモットーに笑顔で楽しい教習を
目指しております。疑問や不満はどんなことでも大学生
協相談員が対応。安心して窓口にお越しください。ご希
望の指導員の指名予約が可能です。
女性指導員もソフトな教習で活躍中！
インターネットや各種携帯で学科模擬テストが 24 時間
受けられます。

■スクールバス路線（無料）　　　                  
◉山科方面　　JR、地下鉄山科・東野・椥辻
◉橘大学方面　橘大学ロータリー・大宅・小野
◉伏見方面　　墨染通・丹波橋・観月橋・桃山・六地蔵
◉宇治方面　　JR、京阪宇治・小倉・槇島・黄檗
◉向島方面　　近鉄向島・桃山・小栗栖・石田

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 280,500円 302,500円
MT 295,900円 328,900円

普通
二輪

AT 247,500円 269,500円
MT 258,500円 291,500円

所持
免許

取得
免許

普通二輪
安心パック＋オーダーメイド付

大型二輪
安心パック＋オーダーメイド付

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付 MT 121,000円 ——

普通
免許 MT 93,500円 ——

普通
二輪

（MT）
MT —— 93,500円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：検定料金（２回目以降）、技能教習補習料が含まれています。
※既納の教習料金等は返金いたしませんのでご了承ください。

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料

場内 4,950円
路上 5,720円 場内 4,400円

修　了
検定料 4,400円 ——
卒　業
検定料 4,400円 4,400円
技能検定

キャンセル料 2,200円 2,200円
当日無断

キャンセル料 4,400円 4,400円
仮　免
受講料 ※ 1,700円 ——

高速教習 実車

※安心パックは〔25〕歳までの料金を表示しています。

●安心パックコース…技能補習料・再検定料が不要となるコース→ AT22,000円　MT33,000円
●オーダーメイドコース…スケジュール表を作成し、効率的に教習を進めるコースです。→33,000円
※二輪車科のオプションコース料金は不要です。

オリジナルコースで
あなたの免許取得をサポート !!

大型二輪普通二輪普通車

阪急京都線【西院駅】スクールバス約 3 分・徒歩約13分

 0120（75）0079
〒615-0051 京都府京都市右京区西院安塚町６番地
大学生協担当／花岡

デルタ自動車四条教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 土・日・月・水・木曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日前日まで 休校日 不特定日（指定曜日、

GW、お盆、年末年始）

入校
時間

土・日曜　  9：40 ～ 12：30
　　　　   15：30 ～ 18：30
月・水曜　15：30 ～ 18：30
木曜　　　17：40 ～ 20：30

入校前
手続時間

平日　　   9：40 ～ 19：00
土・日・祝　 9：40 ～ 17：00

技能予約
方法

校内予約機
インターネット（PC・スマホ・ケータイ）
24時間対応（インターネットのみ）

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：40～10：30
02時限 10：40～11：30
03時限 11：40～12：30
04時限 13：30～14：20
05時限 14：30～15：20
06時限 15：30～16：20
07時限 16：30～17：20
08時限 17：40～18：30
09時限 18：40～19：30
10時限 19：40～20：30

● オンデマンド学科教習を導入。好きなタイミング（メンテナンス時を除く）でどこでも受講可能。
受講には、インターネットに接続されたスマートフォン、タブレット、または PC（カメラ付き）が必要
です。
※一部、受講にあたって来所の必要な項目があります。

● 市内で唯一、準中型や大型の教習も可能！バスやトラックが走行できる広いコースで教習しませんか。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉阪急［西院（最寄り駅）／大宮／
　烏丸／桂／洛西口／上桂］
◉JR［円町／二条／京都／西大路、等］
◉京阪［出町柳（川端今出川）／七条、
　等］
※その他80ヶ所以上の停留所がございます。
　運行ルートの最新情報は当教習所Webサイト
　でご確認下さい。

■普通免許コース（税込価格）

■準中型一種 / 中型一種 /
　大型一種 / けん引 / 大型特殊 /
　普通二種 / 大型二種 は

お問い合わせください。

■オプションプラン（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
※安心パックは（25）歳以下の料金を表示しています。尚（26）歳以上の方はお問い合わせ下さい。

所持
免許

取得
免許 基本プラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 272,250円
MT 286,000円

普通
二輪

AT 236,500円
MT 250,250円

仮免交付手数料 仮免受験料
※ 1,150円 ※ 1,700円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

普通免許

技能教習補習料 １段階
5,500円

2段階
6,200円

修了検定料 5,500円
卒業検定料 5,500円

仮免再受験料 ※ 1,700円
技能キャンセル料 4,400円

高速教習 実車

※非課税

●安心パック…技能教習における補習料金や検定不合格の際の再検定料金等が不要となるコースです。11,000円
　　　　　　　卒業検定合格までの保証付き。 ※但し、当日の技能教習キャンセル料金及び仮免許学科再試験料を除く。
●１段階まとめ予約コース…ご都合に合わせて１段階（仮免学科試験まで）の技能予約をまとめてお取りします。
　　　　　　　　　　　　　学科はオンラインでいつでも（メンテナンス時を除く）受講できます。22,000円
●１・２段階まとめ予約コース…ご都合に合わせて、卒業までの技能予約をまとめてお取りします。
　　　　　　　　　　　　　　　学科はオンラインでいつでも（メンテナンス時を除く）受講できます。55,000円

コースは広 ！々
学科はオンデマンド対

応！

準中型普通車 中型 大型 けん引 大特

※土日祝は８時限まで、季節により10時限
　まで有り



京
都
府

※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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阪急京都線【長岡天神駅】スクールバス約 15 分

TEL. 075（602）0645（代）　
〒612-8244 京都府京都市伏見区横大路千両松町９番地
大学生協担当／野原

生協申し込み可能車種

■エコノミープラン（税込価格）

■レギュラープラン（税込価格）

■追加料金（税込価格）
所持免許 大型二輪  安心コース付 MT 普通二輪  安心コース付 AT 限定小型二輪  安心コース付

フ
ル
タ
イ
ム

無・原付 154,550円 83,600円 74,250円
普通免許 122,650円 52,250円 40,700円
普通二輪 57,200円 ——   ——

所持免許 大型二輪  安心コース付 MT 普通二輪  安心コース付 AT 限定小型二輪  安心コース付

フ
ル
タ
イ
ム

無・原付 165,000円 86,900円 84,700円
普通免許 133,100円 57,200円 51,150円
普通二輪 67,650円 —— ——

21

普通・小型二輪免許 大型二輪免許

当日キャンセル料
（１時限） 3,300円 4,400円

地下鉄烏丸線【松ヶ崎駅】徒歩約 2 分

TEL. 075（781）8118
〒606-0913 京都府京都市左京区松ヶ崎芝本町１
大学生協担当／伊集院

宝池自動車教習所
生協申し込み可能車種

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：10～10：00
02時限 10：10～11：00
03時限 11：10～12：00
04時限 12：10～13：00
05時限 14：10～15：00
06時限 15：10～16：00
07時限 16：10～17：00
08時限 17：10～18：00
09時限 18：10～19：00
10時限 19：10～20：00

※１時限は学科教習を実習していません。
※二輪検定中は二輪教習を制限させてい
　ただくことがあります。

安全運転を願って・・・進化を続ける「教習力」を体感 !!
普通車卒業生事故者率の低い実績が教習所の「喜び」です。
●平成21年～平成28年、平成30年普通車卒業生事故者率の低さ京都市内No.1（京都府警 HP 過去掲載データより）
　教習力に自信あり！毎時間教習進度を確認しながらポイントをおさえた技能教習、つねに教材を見直し洗練された
　学科教習、大切な人を守るライセンスだからこそ、安全 No.1 にこだわり続けます。

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉京大線
　京都大・出町柳・銀閣寺・天王町・高野方面
◉同志社大線
　同志社大・同志社女子大・府立医大・
　河原町今出川・烏丸御池・京都市役所方面
◉予約送迎便
　教習所から片道20分以内のエリアであれば
　事前予約で自宅送迎も可能!!
　詳しくは教習所までお問い合わせ下さい。

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用 ※非課税
※安心パックは〔29〕歳までの料金を表示しています。 仮免交付手数料 仮免受験料

普通
免許 ※ 1,150円 ※ 1,700円
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※教習所に直接お支払い
　いただく費用です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：検定料金（２回目以降）、技能教習補習料が含まれています。
※キャンセル料は、技能教習（1h）、技能検定（1回）、応急救護教習（1回）が
　対象となります。※前営業日17：00までの教習キャンセルは無料です。

普通免許 二輪免許
技能教習
補習料 5,500円 5,500円
修　了
検定料 4,400円 ——
卒　業
検定料 4,400円 4,400円
仮　免

再受験料 ※ 1,700円 ——

キャンセル料 2,750円 2,750円

高速教習 実車

※普通免許コース、自動二輪コースとも教習料金は教習規定の計算に基づき返金できる場合がございます。
　ただし教習期間切れ等での退所や教習進度又は在籍期間により教習料金の返金ができない場合もございます。
※上記料金は、右記「その他諸費用」を除く最短時限で卒業された場合の金額です。

● 安心パック【22,000円 29歳まで】…技能教習時の補習料金、再検定料の追加料金が不要のコースです。ただし、教習の進め方は指導員の判断になります。
　 ご自身の希望で教習を延長するこはできません。教習開始後はお申し込みできませんので、ご希望の方はお申し込み時にお申し出ください。
● らくらくプラン【22,000円】…事前にお伺いした予定の範囲で、段階毎にスケジュールを作成し、無理なく教習を進めていただくプランです。
　 実施日や実施時間が限定されている教習（高速教習等）や検定がございます。その際、スケジュールを調整していただくことがございます。

京都五山送り火「妙」の
　　　 山の麓にある教習所

大学生協申込み特典

入校日 毎週 水・土曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで 休校日 お盆・年末年始・

その他当所指定日

入校
時間

水曜　　16：45～20：00
土曜　　  9：45～13：15

入校前
手続時間

月～金　   9：00～20：00
土・日・祝 9：00～18：00

技能予約
方法

校内予約機・電話・来所窓口
インターネット

（PC・スマホ・ケータイ）

所持
免許

取得
免許 基本プラン 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 280,000円 302,000円

MT 310,000円 332,000円

普通
二輪

AT 245,000円 267,000円

MT 275,000円 297,000円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

フ
ル
タ
イ
ム

無・
原付

AT 140,000円 ——

MT 140,000円 ——

普通
免許

AT 105,000円 ——

MT 105,000円 ——

普通
二輪

（MT）
MT —— 105,000円

小型二輪 大型二輪普通二輪普通車

小型二輪 大型二輪普通二輪

教習時限表（技能・学科）
01時限 08：30～09：20
02時限 09：30～10：20
03時限 10：30～11：20
04時限 11：30～12：20
05時限 12：30～13：20
06時限 13：30～14：20
07時限 14：30～15：20
08時限 15：30～16：20
09時限 16：30～17：20
10時限 17：40～18：30
11時限 18：40～19：30
12時限 19：40～20：30
13時限 20：40～21：30

オフシーズン（1/1～2/28、4/10～7/15、9/1～12/15）で教習を進めたい方にピッタリのリーズナブルなプラン！

時期を問わず教習を進めたい方にピッタリのオールシーズン教習プラン！

※（1/1 〜 2/28、4/10 〜 7/15、9/1 〜 12/15）以外で技能教習を進める場合は、１時限 3,300円の『プラン追加料金』が必要です。
※エコノミープラン対象日は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。

※一般の方の場合：
延長教習料金（１時限）

　　　　　普通二輪 3,300円
　　　　　大型二輪 4,400円

再検定料（１回）
　　　　　普通二輪 3,300円
　　　　　大型二輪 4,400円

延長教習料・再検定料不要 !!

入校日
営業日随時

（免許なし・原付免許をお持ちの方
は週４回）

入校前
手続期限

関大生協でお支払い後、
入校日当日 休校日 火曜日

入校
時間

生協窓口で
ご照会ください

入校前
手続時間

時間は教習所に
ご確認ください

技能予約
方法 電話・来所時窓口

※時期により教習時間は異なります。
　教習所にてご確認ください。

※オフシーズン（1/1〜2/28、 4/10〜7/15、 9/1〜12/15）のみ



※掲載の料金は2023年4月現在（消費税10%）のものです。最新の料金やキャンペーン情報は生協ライセンスカウンターで確認してください。
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奈
良
県

JR 大和路線【法隆寺駅】スクールバス約 3 分
または徒歩約 10 分

TEL. 0743（57）2610
〒639-1066 奈良県生駒郡安堵町西安堵４７４番地
大学生協担当／中谷・市瀬

法隆寺自動車教習所
生協申し込み可能車種

入校日 毎週 水・土・日曜日 入校前
手続期限

関大生協でお支払い後
入校日の前日まで

（短期集中・オーダーメイドは15日前）
休校日 祝日・特定日

入校
時間

水曜　18：05～20：55
土曜　11：00～13：55
日曜　15：05～17：55

入校前
手続時間

月～金　10：00～19：30
土・日 　 9：00～16：30

技能予約
方法 来所時窓口

教習時限表（技能・学科）
01時限 09：00～09：50
02時限 10：00～10：50
03時限 11：00～11：50
04時限 12：05～12：55
05時限 13：05～13：55
06時限 14：05～14：55
07時限 15：05～15：55
08時限 16：05～16：55
09時限 17：05～17：55
10時限 18：05～18：55
11時限 19：05～19：55
12時限 20：05～20：55

● 技能予約は専属アドバイザーが
　 お世話いたします。

運転免許は、伝統・実績のある
『フォージィ』グループで！！
《フォージィ姉妹校》 
●門真自動車教習所　●光明池自動車教習所
●八尾柏原ドライビングスクール
●守口自動車教習所

■スクールバス路線（無料）　　　        
◉西大和・上牧・広陵方面
（近鉄佐味田川駅・上牧役場・大野南口）

◉畠田・明神・王寺方面
（星和台2丁目・明神・ＪＲ王寺駅南側）

◉近鉄郡山・矢田山方面
　（JR小泉駅・近鉄郡山駅・矢田山）
◉王寺・三郷方面
（近鉄大輪田駅・ＪＲ／王寺駅北側・三郷駅・斑鳩役場前）

◉平群・斑鳩方面
　（近鉄／元山上口駅・竜田川駅・JR法隆寺駅）
◉結崎・平端・筒井方面 （近鉄／結崎駅・筒井・平端駅）
◉広陵・三宅・石見方面
　（はしお元気村・近鉄石見駅・川西町役場西）

■普通免許コース（税込価格）

■オプションプラン（税込価格）

■自動二輪コース（税込価格）

■追加料金（税込価格）

■その他の諸費用
※安心パックは〔23〕歳までの料金を表示しています。 仮免交付手数料 仮免受験料 高速通行料

※ 1,150円 ※ 1,700円 実費
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※教習所に直接お支払いいただく費用
　です。

※規定時限数オーバーの際、直接お支払いいただく料金です。

※非課税
※安心パック：技能教習補習料、各検定の再受験料が不要となります。
※入所日現在の年齢です。

普通免許 二輪免許

技能教習補習料 6,050円 4,400円

修了検定料 7,150円 ——

卒業検定料 7,150円 4,950円

仮免再受験料 ※ 1,700円 ——

（再）
効果測定料 550円

高速教習 実車

所持
免許

取得
免許

基本プラン
（ベーシックプラン） 安心パックプラン

フ
ル
タ
イ
ム

免許無
原　付

AT 303,380円 325,380円

MT 321,530円 343,530円

普通
二輪

AT 263,560円 285,560円

MT 281,710円 303,710円

所持
免許

取得
免許 普通二輪 大型二輪

ベ
ー
シ
ッ
ク
（
基
本
）

無・
原付

AT 136,180円 ——
MT 153,780円 ——

普通
免許

AT 98,505円 ——
MT 116,105円 ——

普通二輪
（MT）

AT —— 79,750円
MT —— 92,950円

安
心
パ
ッ
ク
プ
ラ
ン

無・
原付

AT 147,180円 ——
MT 164,780円 ——

普通
免許

AT 109,505円 ——
MT 127,105円 ——

普通二輪
（MT）

AT —— 90,750円
MT —— 103,950円

※非課税

（オプションプランは実施しない時期もあります。定員があります。）

●夏休み集中コース…夏休みに集中して教習を受講するプランです。33,000円
●春休み集中コース…春休みに集中して教習を受講するプランです。33,000円
●短期集中コース…入学から卒業まで短期間で卒業可能なプランです。33,000円
●オーダーメイドコース…ご都合に合わせ、入学から卒業までの教習スケジュールを作成します。22,000円

テレビ・
CMで
おなじみ

●
　 お世話いたします。平日21：00まで（月〜金）

土日も教習しており便利です

小型二輪 大型二輪普通二輪普通車

※土日は９時限まで、祝日は休校

関大生協での申し込みで
特別価格や

生協キャンペーン特典が
利用できます。

ご来店がむずかしい方は
TELまたはWebにてお問い合わせください！

Web▶
06-6368-7566

提携23校な
ら

生協での申し
込みが



生協休業日にはお問い合わせ内容の確認ができません。あらかじめご了承ください。

※８,９月、２,３月は短縮営業となり、土曜日は休業の予定です。詳細は関西大学生協HPの
　営業日程をご確認ください。

【休　業　日】◉日曜・祝日
　　　　　　 ◉長期休業 8/10 ～ 8/20〈夏季休業〉  12/26 ～ 1/5〈冬季休業〉

■ TEL・Webでのお問い合わせの場合のご注意事項＆手続きの流れ ■
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千里山キャンパス 高槻キャンパス

高槻ミューズキャンパス

堺キャンパス

京阪本線

7

1 2 3

お問い合わせ内容を
確認いたします

生協で教習代金を
お支払いください

受付票（領収書）の
お受取り

■生協よりお問い合わせ内容
　の確認のご連絡をいたします。
　翌営業日を過ぎて連絡がない場合

は、お手数ですが
　生協までご連絡ください。
■お客様のご都合で変更・取消され
　る場合は早めにご連絡ください。
■教習代金をご連絡します。

■教習代金のお支払い方法は次の
　とおりです。
　１．現金にて支払
　2．銀行振込
　3．分割払い〔クレジットローン
　　（Orico・JACCS）〕
　4．クレジットカード（VISA）
※詳しくは大学生協まで
　お問い合わせください。

■ご入金が確認され次第受付
　票（領収書）をお渡しします。
　受付票（領収書）は教習所の
　入校手続きに必要な書類です。
　紛失などなさらぬようにご注意
　ください。
■P2、P3の『お申し込みの流れ』
　『入所前手続き』を
　ご覧ください。

教習所名 掲載
ページ

通

学

制

❶阪急ドライビングスクール
 服部緑地 4

❷豊中自動車教習所 4

❸茨木
 ドライビングスクール 5

❹高槻自動車教習所 5

❺関目自動車学校 6

❻門真自動車教習所 6

❼守口自動車教習所 7

❽阪和鳳自動車学校 7

❾光明池自動車教習所 8

❿高石自動車スクール 8

11富田林
 モータースクール 9

12八尾柏原
 ドライビングスクール 9

13八尾自動車教習所 10

14武庫川自動車学園 10

15尼崎ドライブスクール 11

16甲子園自動車教習所 11

17大陽猪名川自動車学校 12

18Mランド丹波ささ山校 12

19山科自動車教習所 13

⓴デルタ自動車
 四条教習所 13

�二輪専門教習所
 伏見デルタ  14

�宝池自動車教習所 14

�法隆寺自動車教習所 15

合

宿

制

M ランド益田校

別
冊
合
宿
カ
タ
ロ
グ

マツキドライビングスクール
山形中央校
マツキドライビングスクール
村山校
マツキドライビングスクール
長井校
マツキドライビングスクール
福島飯坂校

Mランド丹波ささ山校

幕別自動車学校

関
大
生
協
提
携
自
動
車
教
習
所
一
覧（
通
学
制
23
校
）

TEL・Web の問い合せ
は入校日の10日前まで
です。
余裕を持ってお問い合
わせください。
翌営業日を過ぎて連絡
がない場合にはお手数
ですが、生協までご連
絡ください。

生協へのご来店がむずかしい方は、TEL又はWebにてお問い合わせください。

Web
問い合わせの方は

お願い

TEL 06-6368-7566


