
京成ドライビングスクールでは5つの方面へ無料送迎バスを運行させています。
お気軽にご利用ください。

大好評の無料送迎バスが
ますます便利に！

水元・大谷田・アリオ亀有コース

お花茶屋・堀切菖蒲園・南千住コース

バスの運行状況がリアルタイムでわかる！
スマホ･ケータイでバスの位置や到着時間がわかる
BUSGETシステム

くわしくは右記のQR
コードからアクセス！

登録は
カンタン！

小岩駅経由篠崎公園コース

東京理科大学・金町駅コース

青砥駅経由亀有駅コース

施設・設備のご紹介
京成ドライビングスクールは多車種が練習可能な教習コース
や各講義教室の他にも広いロビーや自習室、無料でご利用頂
ける託児室を備えた充実の施設環境をご提供しています。

校内コースでは正しい認知と判断を身に着け、円滑に運転できるよう
な環境になっています。

受付カウンターでは笑顔のスタッ
フが親身になって対応します。

120名が同時に受けられる大教室。大型モニタを完備し見やすく効果
的に学べます。２階にはパソコンを準備、空いた時間にご利用出来ます。

京成ドライビングスクールで京成ドライビングスクールで ＊キャンペーン期間＊
2016年
7 1 金

930 金

まで

免許
をとろう！免許
をとろう！

京成ドライビングスクールはおかげさまで開講55周年を迎えました。
東京で一番笑顔の集まる教習所を目指しています。

お 得 な

キャンペーン 
実施中！！
キャンペーン 
実施中！！

満足度
91％

卒業生の

の教習所です！の教習所です！ 2015年1月～2015年12月までの
卒業生アンケート集計結果より

よかったよかった

91.3％91.3％

普通
8.5％

悪かった
0.2％

技能教習の時、気軽に話かけて
くれて緊張がほどけました。
 M.Wさん 19歳（男性）

教官が優しくて、出来ないとこ
ろはちゃんと言ってくれるから、
すぐにやり直せて良かった。 
18歳（女性）

京成ドライビングスクールに
通ってとても良かったです。 
W.Sさん 19歳（男性）

教官が優しくていい人たちばか
り。出来ていたら、ちゃんと褒め
てくれるから嬉しかった。
18歳（女性）

卒業生の声



お得なキャンペーンで免許をとろう！！お得なキャンペーンで免許をとろう！！ 熱意ある指導！ 充実した設備！ 
短期間でワンランク上の初心者ドライバーに！！

普通車 普通免許で運転することができるのは普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車です。

キャンペーン割引プランA

キャンペーン割引プランA

ローン金利手数料0円プランB

ローン金利手数料0円プランB

28,900円

18,400円

20,000円

30,400円

25,000円

20,000円

20,000円

税込通常価格から

最大最大

税込通常価格から

最大最大

税込通常価格から

最大最大

割引

割引

割引

割引

AT車

MT車

キャンペーン価格通常価格

※別途仮免申請・交付料2,800円（非課税）が必要です。

※別途仮免申請・交付料2,800円（非課税）が必要です。

学生の方　料金一例（30才以下の方に限ります）

料金一例

★学生の方は、28,900円（税込）割引！　一般の方は、23,500円（税込）割引！

★学生の方は、18,400円（税込）割引！　一般の方は、13,000円（税込）割引！

★学生の方は、30,400円（税込）割引！　一般の方は、25,000円（税込）割引！

免なし
（原付含む）
の方が対象

免なし
（原付含む）
の方が対象

免なし
（原付含む）
の方が対象

免なし
（原付含む）
の方が対象

最大30万円、30回払いまでの分割金利、手数料は
当社が負担します。※提携ローン会社との契約が成立した場合に限ります。 ※二輪免許等所持の方はご利用できません（当校卒業生に限りご利

用できます）。 ※キャンペーン割引プランとローン金利手数料0円プランは併用できません。
40才以下の方対象

●修了検定がある車種は、仮免申請料1,700円（非課税）・仮免
　交付料1,100円（非課税）が別途必要となります。
●写真・教材費は料金に含みます。
●自由練習は別途申し受けます。
●普通一種の高速教習はシミュレーター使用です。
　（免許取得後に別途料金にて高速道路体験走行あり）
●途中解約の場合は当社規定に従い払い戻しいたします。
●追加技能料金（1時限）4,400円（税込4,752円）
●再修了検定料金（1回）5,000円（税込5,400円）
●再仮免学科試験料金（1回）1,700円（非課税）
●再卒業検定料金（1回）5,000円（税込5,400円）
●予約キャンセル料（1時限）1,000円（税込1,080円）
●検定キャンセル料（1回）2,000円（税込2,160円）

+9,260円
（税込10,000円）
技能・検定オーバー分の

追加料金が一切ありません。

『追加料金なし！』

おすすめオプション
『追加料金なし！』

おすすめオプション
『追加料金なし！』

おすすめオプション

中型車・大型車（一種・二種）

中型8t限定解除（二種含む）・大型特殊

中型免許は車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満、11人以上29人までのマイクロバスタイプまでの車を運転で
きます。大型免許は車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上のトラックやダンプカー、タンクローリーなど乗車定員30人以上の車
を運転できます。※他の割引との併用は出来ません。

普通MT免許
所持の方の場合

最大50万円、20回払いまでの分割金利、手数料は
当社が負担します。※提携ローン会社との契約が成立した場合に限ります。 

※キャンペーン割引プランとローン金利手数料0円プランは併用できません。

●修了検定がある車種は、仮免申請料1,700円（非課税）・仮免交付料1,100円（非課税）が別途必要
　となります。
●写真・教材費は料金に含みます。
●自由練習は別途申し受けます。
●普通二種・中型（一種・二種）・大型（一種・二種）の高速教習は実車走行です。
●途中解約の場合は当社規定に従い払い戻しいたします。
●追加技能料金（1時限）普通二種5,000円（税込5,400円）、中型一種6,800円（税込7,344円）、
　中型二種8,500円（税込9,180円）、大型一種10,000円（税込10,800円）、大型二種11,000円
　（税込11,880円）、大型特殊8,500円（税込9,180円）
●再修了検定料金（1回）中型一種7,000円（税込7,560円）、中型二種8,000円（税込8,640円）、
　大型一種10,000円（税込10,800円）、大型二種11,000円（税込11,880円）
●再卒業検定料金（1回）普通二種5,000円（税込5,400円）、中型一種7,000円（税込7,560円）、
　中型二種8,000円（税込8,640円）、大型一種10,000円（税込10,800円）、大型二種11,000円
　（税込11,880円）、大型特殊7,000円（税込7,560円）
●予約キャンセル料（1時限）1,000円（税込1,080円）
●検定キャンセル料（1回）2,000円（税込2,160円）

二輪車 普通二輪免許で運転することができるのは普通自動二輪車(400cc以下)、小型特殊自動車、原動機付自転車です。 
400ccを超える排気量の場合は大型二輪免許が必要になります。また125cc以下の総排気量であれば小型二輪限定免許でも運転出来ます。

大型特殊免許はショベルカーや大型除雪車など、作業機を
取り付けた車両を公道で運転するために必要な免許です。

キャンペーン割引プラン

初めての免許取得プラン

116,000円（税込125,280円） 97,482円（税込105,280円）
キャンペーン価格通常価格

大型二輪
MT車

45才以下の方対象

●写真・教材費は料金に含みます。
●自由練習は別途申し受けます。
●途中解約の場合は当社規定に従い払い戻しいたします。
●追加技能料金（1時限）4,000円（税込4,320円）
●再卒業検定料金（1回）4,000円（税込4,320円）
●予約キャンセル料（1時限）1,000円（税込1,080円）
●検定キャンセル料（1回）2,000円（税込2,160円）+4,630円

（税込5,000円）
技能・検定オーバー分の

追加料金が一切ありません。

『追加料金なし！』

おすすめオプション
『追加料金なし！』

おすすめオプション
『追加料金なし！』

おすすめオプション

学生の方　料金一例（30才以下の方に限ります）

割引

大型二輪

大型二輪

普通二輪・小型限定普通二輪

割引

料金一例
キャンペーン価格通常価格

中型一種

大型一種

普通二輪・小型限定普通二輪

A よりプランをお選びください。または B

※他の割引との併用は出来ません。
A よりプランをお選びください。または B

中型8t限定
所持の方の場合

中型8t限定
所持の方の場合

普通・大型免許
所持の方の場合

普通二輪免許
所持の方の場合

普通・中型・大型
所持の方の場合

割引

料金一例
キャンペーン価格通常価格

中型一種
8t限定解除

大型特殊

入校特典入校特典
二輪車ご入校の方全員に

『ライダーズグローブ』プレゼント！

新規で

教習料金には規定技能料金・技能検定料金が含まれていますが、この規定
時限数をオーバーした場合や再技能検定になると追加料金がかかります。
しかし、この『安心パック』は追加料金がかからない優れものです。

税込
通常価格から

税込
通常価格から

税込
通常価格から

税込
通常価格から

料金一例
キャンペーン価格通常価格

大型二輪
MT車

138,600円（税込149,688円） 121,563円（税込131,288円）

290,500円（税込313,740円） 263,741円（税込284,840円）

キャンペーン価格通常価格

普通二輪
MT車

学生の方　料金一例（30才以下の方に限ります）
キャンペーン価格通常価格

普通二輪
MT車 220,100円（税込237,708円） 191,952円（税込207,308円）

288,100円（税込311,148円） 264,952円（税込286,148円）

193,000円（税込208,440円） 174,482円（税込188,440円）

115,000円（税込124,200円） 96,482円（税込104,200円）

130,500円（税込140,940円） 111,982円（税込120,940円）

294,000円（税込317,520円） 275,482円（税込297,520円）

303,700円（税込327,996円） 276,941円（税込299,096円）

よくあるご質問

 Q＆A
よくあるご質問

 Q＆A

駐車場や駐輪場は
ありますか

ございます。駐車場をご利用の際は、駐
車許可証を発行いたしますので、受付で
お申し出ください。

Q

MT車とAT車の
違いは何ですか

MT車は、アクセル・ブレーキ操作の他にク

ラッチ操作が必要となります。免許取得後は

普通自動車であれば、どの車（AT車）も運転

する事ができます。AT車は、クラッチ操作が

なく、ペダル操作はアクセル・ブレーキのみ

となります。免許取得後は限定条件が付き

ますので、MT車の運転はできません。

Q

土日しか通えませんが、
免許は取れますか

教習は全車種可能です。しかし、検定は平日の実施となる車種がございます。（普通車、二輪車は土日の検定可能です。）また、卒業後の試験場での学科試験や、免許申請は平日のみとなります。

Q

更衣室・ロッカーは
ありますか

更衣室はございます。（ロッカーはございませんので、貴重品はお客さまご自身で管理してください。）

Q

申込みは
いつできますか

毎日可能です。
平日 9:30～19：00 土曜 8:30～18:00

日・祝8：30～16：00

Q

！！
？？


