
■普通車教習料金表　…　規定時限数で卒業までに必要な料金（消費税10％） 令和元年10月

初心者 原付持ち 自二持ち 初心者

本体価格 40,000 40,000 40,000 40,000

（税込価格） (44,000) (44,000) (44,000) (44,000)

本体価格 158,100 158,100 147,900 173,400

（税込価格） (173,910) (173,910) (162,690) (190,740)

（31時限） （31時限） （29時限） （34時限）

本体価格 62,400 62,400 4,800 62,400

（税込価格） (68,640) (68,640) (5,280) (68,640)

（26時限） （26時限） （2時限） （26時限）

本体価格 3,600 3,600

（税込価格） (3,960) (3,960)

本体価格 2,500 2,500 1,400 2,500

（税込価格） (2,750) (2,750) (1,540) (2,750)

本体価格 5,300 5,300 4,300 5,300

（税込価格） (5,830) (5,830) (4,730) (5,830)

本体価格 9,800 9,800 9,800 9,800

（税込価格） (10,780) (10,780) (10,780) (10,780)

本体価格 281,700 278,100 208,200 297,000

（税込価格） (309,870) (305,910) (229,020) (326,700)

2,850 2,850 2,850 2,850

312,720 308,760 231,870 329,550

本体価格 25,000 25,000 25,000 25,000

（税込価格） (27,500) (27,500) (27,500) (27,500)

本体価格 306,700 303,100 233,200 322,000

（税込価格） (337,370) (333,410) (256,520) (354,200)

2,850 2,850 2,850 2,850

340,220 336,260 259,370 357,050

　・昼間コース …技能教習は　1時限目～7時限目の間　に受講することができます。

　・フリーコース …技能教習は　1時限目～10時限目の間　に受講することができます。

　※学科教習はコースに関係なく　どの時間帯でも受講できます。 　※季節により、教習時間が　2時限目～10時限目　になる場合があります。

　※１　諸費用の内訳 　※2　検定料の内訳

初心者 原付持ち 自二持ち

本体価格 3,000 3,000 3,000

（税込価格） (3,300) (3,300) (3,300)

本体価格 500 500 500

（税込価格） (550) (550) (550)

本体価格 1,000 1,000

（税込価格） (1,100) (1,100)

本体価格 800 800 800

（税込価格） (880) (880) (880) 　※3　仮免許関係手数料（長崎県収入証紙代金の為、非課税）

本体価格 5,300 5,300 4,300 仮免許申請料　1,700円　+　仮免許交付手数料　1,150円　＝　2,850円

（税込価格） (5,830) (5,830) (4,730)

1限目 　9:30～10：20

　■教習生ごとの事情により必要となる料金 　■途中解約の場合、入学諸費用を除く未受講教習料金から 2限目 10：30～11：20

　・技能補習料（1時限）　…　5,100円　(税込　5,610円) 　　 退校手数料を差し引いた金額を返金いたします。 3限目 11：30～12：20

　・修了検定再受検料（1回）　…　4,600円　(税込　5,060円) 　　 但し、教習期限切れの場合や、退校処分の場合には 4限目 12：30～13：20

　・仮免許学科試験再受験料（1回）　…　1,700円　(非課税) 　　 払戻しは致しかねます。 5限目 14：20～15：10

　・卒業検定再受検料（1回）　…　5,200円　(税込　5,720円) 6限目 15：20～16：10

　・技能予約キャンセル料（1回）　…　500円　(税込　550円) 　※高速教習は実車走行で行います。 7限目 16：30～17：20

　・科目変更手数料（MTからATへ科目を変更した場合）　 　※料金は予告なしに変更されることがあります。 8限目 17：30～18：20

　　　…　5,000円　(税込　5,500円)
　　 予めご了承ください。 9限目 18：30～19：20

　・退校手数料　…　20,000円　(税込　22,000円) 10限目 19：30～20：20

　・短期プランオプション料（定員制）

　　　…　めちゃはやコース　30,000円　(税込　33,000円) 本原自動車学校
　　　…　もとはやコース　20,000円　(税込　22,000円) 長崎市高尾町８番４１号

　　　…　しっかり安心コース　10,000円　(税込　11,000円) TEL　095-844-6417
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写真代 卒業検定料
本体価格 5,200 5,200 5,200

（税込価格） (5,720) (5,720) (5,720)

初心者 原付持ち 自二持ち

適性検査料 修了検定料
本体価格 4,600 4,600 4,600

（税込価格） (5,060) (5,060) (5,060)

仮免許関係手数料（非課税）※３ 2,850 2,850

フリーコース総額（消費税込） 353,090 276,200 57,090 209,550+各自

フリーコース料金
318,400 248,500 51,900 190,500+各自

(350,240) (273,350) (57,090) (209,550+各自)

夜間教習加算金
25,000 25,000 5,000 25,000

(27,500) (27,500) (5,500) (27,500)

仮免許関係手数料（非課税）※３ 2,850 2,850

昼間コース総額（消費税込） 325,590 248,700 51,590 182,050+各自

昼間コース料金
293,400 223,500 46,900 165,500+各自

(322,740) (245,850) (51,590) (182,050+各自)

検定料　※2
9,800 9,800 5,200 5,200

(10,780) (10,780) (5,720) (5,720)

諸費用　※1
5,300 4,300 500

(5,830) (4,730) (550) 各自

教科書代
2,500 1,400 800

(2,750) (1,540) (880) 各自

（16時限）

原付教習料
各自

（32時限） （4時限） （19時限）

学科教習料

62,400 4,800 38,400

(68,640) (5,280)

技能教習料

173,400 163,200 20,400 96,900

(190,740) (179,520) (22,440) (106,590)

（34時限）

(42,240)

（26時限） （2時限）

入学申込金
40,000 40,000 20,000 25,000

(44,000) (44,000) (22,000) (27,500)

教　習　料　金　表

AT車 MT車 限定解除 AT/MT車

原付持ち 自二持ち 普通AT 普通仮免持ち

『お支払方法のご案内』
ウラ面もごらんください！


