
所持免許なし・原付免許所持の方 ¥25,000 ¥27,000

※料金は予告なく変更する場合がございます。

上記料金表参照60歳未満の方

オーダー

学科免除で、技能教習の
¥10,000 ¥10,800

ご希望の卒業時期に合わせ、専属スタッフがお客さま
に最適な教習プランを作成し、卒業までの予定管理を
行います。
時間を有効活用し、免許取得が目指せます。

基準時限数が12時限以下の方

学科免除で、技能教習の
¥15,000 ¥16,200

基準時限数が13時限以上の方

コース内容
本体価格 税込価格

安心パック
技能教習延長料（基準時限数の２倍まで）、技能検定・
学科効果測定の再受験料がかからないプランです。

応急救護キャンセル料 ¥4,500 ¥4,860

オプション

コース 対象
オプション価格

卒業検定料・キャンセル料 ¥4,000 ¥4,320

卒業前効果測定料・キャンセル料 ¥2,000 ¥2,160

＊キャンセル料、自由練習料は別途費用が必要です。

別途費用

お客さまのご都合により必要となる費用 本体価格 税込価格

技能補修・延長・キャンセル料 ¥3,000 ¥3,240

＊ベーシックプランには、基準時限数の教習、技能検定、学科効果測定各1回分が含まれます。

ＡＴ小型二輪 8 0 ¥45,000 ¥48,600

大型特殊 17 4 ¥79,000 ¥85,320

MT
普通
二輪

（400ｃｃ
以下）

¥75,060 ¥8,640 ¥83,700

MT小型二輪 5 0 ¥36,000 ¥38,880

ＡＴ普通二輪

大型車・普通車 17 1 ¥69,500

5 0 ¥36,000 ¥38,880

ＡＴ普通二輪とMT小型二輪 3 0 ¥30,000 ¥32,400

大型特殊(限定） 19 4 ¥85,000 ¥91,800

¥6,480 ¥127,980

なし・原付・小特　（24歳以下） 19 26 ¥112,500 ¥121,500 特別価格 ¥95,580

なし・原付・小特 19 26 ¥112,500 ¥121,500

¥81,000

ＡＴ小型二輪 24 0 ¥93,000 ¥100,440

大型特殊 31 4

ＡＴ普通二輪 16 0 ¥69,000 ¥74,520 ¥6,480

¥56,160 ¥8,640

¥121,000 ¥130,680

大型特殊(限定） 36 4 ¥136,000 ¥146,880

税込価格 オプション価格 合計価格（税込）

¥45,000 ¥48,600

ＡＴ大型二輪とMT普通二輪 5 0 ¥36,000 ¥38,880

¥64,800

MT小型二輪 20 0 ¥81,000 ¥87,480

ＡＴ大型二輪 8 0

MT普通二輪 12 0 ¥52,000

二輪免許（MT)　教習料金表     

MT
大型
二輪

なし・原付・小特 36 26 ¥163,500

大阪みなとドライビングスクール

2019年4月1日改定

教習料金

ご希望の車種 現在お持ちの免許
基準時限 ベーシックプラン 安心パックプラン

技能

¥176,580

大型車・普通車 31 1 ¥111,500 ¥120,420

学科 本体価格



※料金は予告なく変更する場合がございます。

60歳未満の方 上記料金表参照

¥15,000 ¥16,200
基準時限数が13時限以上の方

所持免許なし・原付免許所持の方 ¥25,000 ¥27,000

安心パック
技能教習延長料（基準時限数の２倍まで）、技能検定・
学科効果測定の再受験料がかからないプランです。

オーダー

学科免除で、技能教習の
¥10,000 ¥10,800

ご希望の卒業時期に合わせ、専属スタッフがお客さま
に最適な教習プランを作成し、卒業までの予定管理を
行います。
時間を有効活用し、免許取得が目指せます。

基準時限数が12時限以下の方

学科免除で、技能教習の

オプション

コース 対象
オプション価格

コース内容
本体価格 税込価格

卒業前効果測定料・キャンセル料 ¥2,000 ¥2,160

応急救護キャンセル料 ¥4,500 ¥4,860

技能補修・延長・キャンセル料 ¥3,000 ¥3,240

卒業検定料・キャンセル料 ¥4,000 ¥4,320

＊ベーシックプランには、基準時限数の教習、技能検定、学科効果測定各1回分が含まれます。

＊キャンセル料、自由練習料は別途費用が必要です。

別途費用

お客さまのご都合により必要となる費用 本体価格 税込価格

大型特殊(限定） 9 4 ¥55,000 ¥59,400

¥9,720 ¥109,620

大型車・普通車 8 1 ¥47,500 ¥51,300 ¥4,860 ¥56,160

ＡＴ
小型
二輪

（125cc
以下）

なし・原付・小特 9 26 ¥92,500 ¥99,900

大型特殊 8 4 ¥52,000 ¥56,160

大型特殊 13 4 ¥67,000 ¥72,360

大型特殊(限定） 15 4

¥9,720 ¥129,060

大型車・普通車 13 1 ¥62,500 ¥67,500 ¥6,480 ¥73,980ＡＴ
普通
二輪

（400ｃｃ
以下）

なし・原付・小特 15 26 ¥110,500 ¥119,340

MT小型二輪 3 0 ¥30,000

¥73,000 ¥78,840

ＡＴ小型二輪 5 0 ¥36,000 ¥38,880

¥32,400

¥51,840 ¥3,240

¥58,320

ＡＴ小型二輪 18 0 ¥75,000 ¥81,000

ＡＴ普通二輪 10 0 ¥51,000 ¥55,080 ¥3,240

税込価格 オプション価格 合計価格（税込）

¥100,000 ¥108,000

大型特殊(限定） 29 4 ¥115,000 ¥124,200

¥55,080

MT小型二輪 17 0 ¥72,000 ¥77,760

大型特殊 24 4

MT普通二輪 9 0 ¥48,000

二輪免許（AT)　教習料金表     

AT
大型
二輪

なし・原付・小特 29 26 ¥152,500

大阪みなとドライビングスクール

2019年4月1日改定

教習料金

ご希望の車種 現在お持ちの免許
基準時限 ベーシックプラン 安心パックプラン

技能

¥164,700

大型車・普通車 24 1 ¥95,500 ¥103,140

学科 本体価格


