
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 48,600 41 5,300 5,300 217,300 5,500 3,000 3,000 1,500 700 19,200 340,100 2,850 940 343,890

（60,500） (53,460) ［23］ （5,830） （5,830） （239,030） （6,050） （3,300） （3,300） （1,650） （770） (21,120) （374,110） （2,850） （940） (377,900)

55,000 5,400 39 5,300 5,300 206,700 5,500 3,000 1,000 1,500 16,500 283,600 2,850 940 287,390

（60,500） （5,940） [23] （5,830） （5,830） （227,370） （6,050） （3,300） （1,100） （1,650） （18,150） （311,960） （2,850） （940） (315,750)

準 55,000 1,800 13 5,300 5,300 68,900 5,500 3,000 1,000 1,500 16,500 142,200 2,850 145,050

中型 （60,500） （1,980） [9] （5,830） （5,830） （75,790） （6,050） （3,300） （1,100） （1,650） （18,150） （156,420） （2,850） (159,270)

55,000 1,800 17 5,300 5,300 90,100 5,500 3,000 1,000 1,500 16,500 163,400 2,850 166,250

（60,500） （1,980） [9] （5,830） （5,830） （99,110） （6,050） （3,300） （1,100） （1,650） （18,150） （179,740） （2,850） (182,590)

55,000 9,000 31 5,300 5,300 164,300 5,500 3,000 1,200 1,500 16,700 245,000 2,850 940 248,790

（60,500） （9,900） [18] （5,830） （5,830） （180,730） （6,050） （3,300） （1,320） （1,650） （18,370） （269,500） （2,850） （940） (273,290)

55,000 1,800 15 6,000 6,000 90,000 6,000 3,000 1,500 16,500 163,300 2,850 166,150

（60,500） （1,980） ［8］ （6,600） （6,600） （99,000） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （179,630） （2,850） (182,480)

55,000 1,800 19 6,000 6,000 114,000 6,000 3,000 1,500 16,500 187,300 2,850 190,150

（60,500） （1,980） ［8］ （6,600） （6,600） （125,400） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （206,030） （2,850） (208,880)

55,000 9 6,000 6,000 54,000 6,000 3,000 1,500 16,500 125,500 2,850 128,350

（60,500） [4] （6,600） （6,600） （59,400） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （138,050） （2,850） (140,900)

55,000 1,800 11 6,000 6,000 66,000 6,000 3,000 1,500 16,500 139,300 2,850 142,150

（60,500） （1,980） [6] （6,600） （6,600） （72,600） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （153,230） （2,850） (156,080)

55,000 1,800 15 6,000 6,000 90,000 6,000 3,000 1,500 16,500 163,300 2,850 166,150

（60,500） （1,980） [6] （6,600） （6,600） （99,000） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （179,630） （2,850） (182,480)

55,000 7,200 31 6,000 6,000 186,000 6,000 3,000 200 1,500 16,700 264,900 2,850 267,750

（60,500） （7,920） ［18］ （6,600） （6,600） （204,600） （6,600） （3,300） (220) （1,650） （18,370） （291,390） （2,850） (294,240)

55,000 11 6,000 6,000 66,000 6,000 3,000 1,500 16,500 137,500 2,850 140,350

（60,500） ［4］ （6,600） （6,600） （72,600） （6,600） （3,300） （1,650） （18,150） （151,250） （2,850） (154,100)

　　 ます。

　※　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）
　　 を別途頂戴致します。

　※　教習料金一覧表の、（　）内の数字は税込み料金です。

　※　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
　　 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

合　計
時限数

別途必要となる料金

検定料

青森東部自動車学校

ＴＥＬ．０１７－７３６－２０６１

　　　　　　　（ 教 習 料 金 一 覧 表 ）
　　　　　　　　　　　　【卒業に必要な最低時限と費用】

免許のない方（小特・原付含） 27

大　自　二　・　普　自　二 3

総　計車
種

入学金

学 科 教 習 技　　能　　教　　習 そ　の　他　の　料　金

普　通　免　許　（ Ｍ Ｔ ）

大　型　特　殊　免　許

1

普　通　免　許　（ A Ｔ ） 1

5

中型

普　　 通　　 免　 　許 1

Ａ Ｔ 限 定 普 通 免 許 1

大　型　特　殊　免　許 4

普　通　第　二　種　免　許

準　 中　 型　 免　 許

５ ｔ 限 定 準 中 型 免 許

（6,600）

6,000

（6,050）

5,500

５ ｔ Ａ Ｔ 限 定 準 中 型 免 許

（6,600）

6,000

1

1

（6,050）

5,500

（6,050）

5,500

（6,050）

5,500

（6,050）

5,500

　※　 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

修 　了

6,000

（6,600）

6,000

（6,600）

6,000

　※　 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

（6,600）

（6,600）

6,000

（6,600）

6,000


