
教習時限料金

学　 科 時限数 所　内 路　上 技　 能 卒 　業 適　 正 教 　科 写 　真 学習機 その他の 仮免受験手数料 高　 速

　所持免許 料金計 ［内路上］ １時限 １時限 料金計 検定料 検査料 書　 等 料　 金 使用料 料金合計 交付申請料 通行料

55,000 46,800 34 4,500 4,500 153,000 5,500 3,000 3,000 1,500 700 19,200 274,000 2,850 940 277,790

（60,500） （51,480） ［19］ （4,950） （4,950） （168,300） （6,050） （3,300） （3,300） （1,650） （770） （21,120） （301,400） （2,850） （940） (305,190)

普通 55,000 3,600 32 4,500 4,500 144,000 5,500 3,000 1,000 1,500 16,500 219,100 2,850 940 222,890

Ｍ Ｔ （60,500） （3,960） ［19］ （4,950） （4,950） （158,400） （6,050） （3,300） （1,100） （1,650） （18,150） （241,010） （2,850） （940） (244,800)

55,000 9,000 26 4,500 4,500 117,000 5,500 3,000 1,200 1,500 16,700 197,700 2,850 940 201,490

（60,500） （9,900） ［15］ （4,950） （4,950） （128,700） （6,050） （3,300） （1,320） （1,650） （18,370） （217,470） （2,850） （940） (221,260)

普　通　仮　免　許 45,000 28,800 19 4,500 85,500 5,500 3,000 3,000 1,500 700 13,700 173,000 940 173,940
（ 仮 免 許 入 所 ）

（49,500） （31,680） ［19］ （4,950） （94,050） （6,050） （3,300） （3,300） （1,650） （770） （15,070） （190,300） （940） (191,240)

55,000 46,800 31 4,500 4,500 139,500 5,500 3,000 3,000 1,500 700 19,200 260,500 2,850 940 264,290

（60,500） （51,480） ［19］ （4,950） （4,950） （153,450） （6,050） （3,300） （3,300） （1,650） （770） （21,120） （286,550） （2,850） （940） (290,340)

55,000 3,600 29 4,500 4,500 130,500 5,500 3,000 1,000 1,500 16,500 205,600 2,850 940 209,390

普通 （60,500） （3,960） ［19］ （4,950） （4,950） （143,550） （6,050） （3,300） （1,100） （1,650） （18,150） （226,160） （2,850） （940） (229,950)

Ａ Ｔ 55,000 9,000 23 4,500 4,500 103,500 5,500 3,000 1,200 1,500 16,700 184,200 2,850 940 187,990

（60,500） （9,900） ［19］ （4,950） （4,950） （113,850） （6,050） （3,300） （1,320） （1,650） （18,370） （202,620） （2,850） （940） (206,410)

普　通　仮　免　許 45,000 28,800 19 4,500 85,500 5,500 3,000 3,000 1,500 700 13,700 173,000 940 173,940
（ 仮 免 許 入 所 ）

（49,500） （31,680） ［19］ （4,950） （94,050） （6,050） （3,300） （3,300） （1,650） （770） （15,070） （190,300） （940） (191,240)

　※　教習料金一覧表の、（　）内の数字は税込み料金です。

　※　冬の期間（12月1日から2月28日）に入校された方は、冬期暖房費として10,000円（税込11.000円）

5,500

　※　入校手続き完了後、途中退校や転校される場合は、手数料として5,000円（税込5,500円）が必要

　※　 教習スケジュールを作成する場合は、作成料として10,000円（税込11,000円）を別途頂戴致します。

　※　 仮免学科試験不合格の場合は、再受験料として1,700円（税込1,700円）を別途頂戴致します。

　 　 限ごとに別途頂戴致します。

　　  金（上記表内）を、また、技能教習で延長等した場合も、車種に応じた技能教習料金（上記表内）を１時

　　 を別途頂戴致します。

　　 となり、それまでに要した教習料金（入学金を含む）は返納致しません。

　※　任意原付教習を受講する場合は、任意原付教習料金として4,000円（税込4,400円）が必要となり

　　 ます。

（6,050）

5,500

（6,050）

5,500

　※　 技能検定不合格の場合は、補修教習料として所内教習・路上教習ごとの車種に応じた技能教習料

　　  （上記表内）を別途頂戴致します。

　※　 技能検定不合格の場合は、再検定料として修了検定・卒業検定ごとの車種に応じた技能検定料金

（6,050）

5,500

（6,050）

青森東部自動車学校
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　　　　　　　（ 教 習 料 金 一 覧 表 ）
　　　　　　　　　　　　 【卒業に必要な最低時限と費用】

修 　了 総　計車
種 検定料

技　　能　　教　　習

16

学 科 教 習

合　計

そ　の　他　の　料　金 別途必要となる料金

（6,050）

5,500

（6,050）

大　型　特　殊　免　許

大　型　特　殊　免　許

大　自　二　・　普　自　二

免許のない方（小特・原付含）

2

5

5,500

時限数

16

免許のない方（小特・原付含）

26

大　自　二　・　普　自　二 2

5

入学金

26


