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いろんな運転免許が取得できる総合スクール

お申込時に必要なお持ち物

入学の資格

個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 解約規定

2022年04月01日 現在

お申し込みの流れ

の）号番人個（ーﾞﾊﾝﾅｲﾏ
表記がある住民票は、
お受取り出来ません。

個人番号ｶｰﾄ ・゙通知ｶｰﾄﾞは、
確認書類としてご利用
頂けません。

URL https://www.sekime.co.jp Sekime Driving School

普通車・準中型 料 金 表
大型二輪・普通二輪・けん引・中型・大型特殊・普通二種・中型二種につきましては、別に料金表がございます。

所持免許なし
　　　又は

原付免許をお持ちの方
16時終了

適性検査終了後に

学科教習①
を続けて受講して頂きます。

上記以外の方 15時終了

関目自動車学校　受付窓口にて

●適性検査（視力検査など）

●書類確認・提出

●教習料金のご入金

入学申込手続き

お申込手続完了後に

関目自動車学校にて 運転適性検査

毎週 水・日曜日 14時より
（休校日を除く）

『審査（限定解除）』に該当される
  お客様は、入校日にお越し頂く
  必要がありません。

入校日の予定

技能教習ご予約日に、お越し下さい。入校日が決まります。

年齢 所持免許 視力・聴力・深視力

●視力：片眼  0.3以上、両眼  0.7以上

●色彩識別能力：赤・黄・青の識別が出来ること

※一眼の視力が0.3に満たない場合は、他眼が0.7以上で視野が左右150度以上のこと

●運動能力：四肢又は体幹に障害がないこと

車　　種

※障害の程度により入学可能な場合もありますので窓口にてご相談下さい

☆運転免許証をお持ちの方は、【　運転免許証　】が必要となります。

※1.外国籍の方は、運転免許証 ＋ 在留期間の証明が出来る書類（特別永住者証明書又は在留ｶｰﾄﾞ）をご持参下さい。

※2.免許記載事項・免許の条件等に変更があった場合は、お申込み前に変更手続きをお済ませ下さい。

　　例：氏名・住所等の変更　／　眼鏡等（視力回復手術等）の変更

お 支 払 方 法

●現金一括払い

申込時に郵便局・銀行等のキャッシュカードで教習料金のお支払いをしていただく方法です。

Ｊ-デビッドに対応したｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞが必要です。（ｶｰﾄﾞが対応しているかは、各銀行窓口へお問合せ下さい）

申込時に、教習ローンを組んでいただく方法です。ローン会社の審査があります。審査に1週間程度必要な

場合もございます。 

お申込時に申込金・諸費用のみご入金頂き、技能教習料金は、予約を取る前にお支払頂く方法です。

※安心料金コース・オーダーメイドコース・短期集中コースにはご利用頂けません。

お申込時に当校まで現金をお持ち頂き、一括でお支払い頂く方法です

●実車教習料金

　分 割 払 い

●デビットカード

●教 習 ロ ー ン
※お客様の状況により、『親権者の同意』や『保証人の設定』が必要になる可能性があります。

　❶ 住 民 票 （ 本籍地 又は 国籍等 を記載したもの ）

　❷ 本人確認書類（ 下記の【 いずれか 1点 】 ）
　　  健康保険証・学生証・社員証・住民基本台帳カード・パスポート

注：上記の国籍等とは、【国籍・30条の45に規定する区分・在留資格・
　　在留期間等・在留期間等の満了の日】です。

注：上記確認書類がない場合は、当校までご相談下さい。

      その他確認書類をご案内させて頂きます。

☆運転免許証をお持ちでない方は、下記の 【　❶ ＋ ❷　】 が必要となります。

※この料金表は、表紙左上に記載する日現在の料金・プランを掲載しています。料金は、すべて税別表示方式（税率10％・括弧内に消費税及び税込金額記載）で表示しています。

　予告なく価格・プラン等を変更する場合がありますので、詳しくはお電話でお問い合わせいただくか、インターネットで当校ホームページをご確認下さい。

注：当校には 「お客様専用駐車場」 をご用意しておりますが、≪車高の低い車≫及び≪違法改造車≫の駐車は出来ません。

認　　印

教習料金

お持物②

お持物③ （お支払方法につきましては、下記『お支払方法』欄をご覧下さい。）

（学生割引の対象は30歳までとなります）

お持物①

お持物②

視力検査の際に必要なお客様 【メガネ等】

学生割引の適用を希望されるお客様 【学 生 証】

お客様のご都合により必要となるお持物

お持物①

・関目自動車学校　解約規定

１．お申し込みの手続きをしてご入金を済ませた時点から、入学するまでの間に解約した場合は、お申込時に受け入れた料金から

　　解約手数料 22,000 円（税率 10％・税込）を差し引いた金額を返金させて頂きます。

２．普通科・ 準中型・中型科・普通二種科・中型二種科の方は、入学した時点から１段階の教習を修了するまでに解約した場合は、ご入金

頂いた　　正規技能教習料金の未消化技能教習料金及び補修技能教習料金の未消化技能教習料金分及び路上教習料金を返金させて頂きます

。

３．二輪科・大型特殊科・けん引・審査科の方は、入学した時点から１段階の教習を修了するまでに解約した場合は、ご入金頂いた

　　正規技能教習料金の未消化技能教習料金分及び補修技能教習料金の未消化技能教習料金分を返金させて 頂きます。

４．すべての科目において２段階の教習中に解約した場合は、ご入金頂いた正規技能教習料金の未消化技能教習料金分及び補修技能教習

　　料金の未消化教習料金分を返金させて頂きます。

５．教習期限ないし検定期限が切れ未清算金のある場合、卒業後に過納補習料等の精算が未了の場合、申込手続き後に教習を開始せず

　　放置された場合、退学処分となった場合には、教習車種・教習段階により上記規定に準じて手続きをさせて頂きます。但し、この

　　返金手続きは、それぞれ「期限切れ日」「卒業日」「申込手続き日」「退学処分日」から１年以内に限らせて頂きます。

６．お申し込みの手続き終了後（入金処理後）に解約手続きを行った場合は、教科書等の返品による返金は行いません。

７．解約手続きをする場合は、教習生カード・印鑑・本人確認書類をご持参下さい。

８．止むを得ない状況で解約手続きを第三者に委ねる場合は、委任状を必要とします。委任状がない場合は、解約手続きは出来ません。

　　委任状については、必ずご本人直筆で署名・捺印されたものであり、教習生本人の教習解約・教習料金の代理受領に関する意思表示、

　　及び教習生の氏名・教習生番号・住所・連絡先・及び代理人の氏名・住所・連絡先が明記されているものとさせていただきます。

　　尚手続きの際には、委任状の他に代理人の身分証明（免許証又は住民票）とが必要となります。（教習生の委任状が提出出来ない場合

　　（他界された場合など）は、その理由を根拠付ける証明を提示することにより返金手続きを行わせて頂きます。）

９．上記８の手続きを経て、第三者へ返金した後の金銭問題については、当校は一切の責任を負いません。

10． 解約手続きを行うことにより、それまで行った教習が無効になることに対し、当校は一切の責任を負いません。

・個人情報保護方針（プライバシーポリシー）

 当校の個人情報の取り扱いについての掲示

 １ 当校は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法公正な方法により、個人情報を取得します。

 ２ 当校が取得したお客様の個人情報は、次の目的で利用します。その他の目的に利用することはありません。

  1）当校で実施する免許取得のための教習を実施するため。2）当校で実施する講習、認定教育等を実施するため。

  3）当校で実施する教習、講習、認定教育等に関する内容の確認、期限などをお知らせするため。

  4）当校が行う、各種イベント・キャンペーン及び交通安全講習会等の開催の案内などをお知らせするため。

 ３ 当校は、お客様の個人情報は、法令に基づく場合を除いて、第三者には提供いたしません。

 ４ 当校は、保有する個人データについて、正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい、紛失等のないよう

     万全をつくしています。また、業務遂行上の必要により外部専門業者に業務委託等を行う場合においても、委託先等に

     機密保持義務を課すなど個人データの管理監督に努めています。なお、諸事情により退学される場合、入校時にお預かり

    した個人情報書類（住民票等）は、当校の規定に基づき処分いたします。

 ５ お客様の個人情報の開示 ( 確認 ) 又は誤った個人情報の訂正、追加、削除などを希望される場合は、当校の定める書面により

     受付いたします。その際、本人であることを確認できるもの ( 運転免許証など ) をご用意下さい。なお、開示に際しては、

     開示請求された各項目につき、それぞれ 330円（税率10％・税込 ）の手数料をお支払い頂きます。

 ６ 個人情報の取扱いに関する問合せ先は、次のとおりです。

　　大阪市鶴見区緑３丁目２番２号　関目自動車学校

　話電 　」口窓談相・情苦「     06-6911-1241　株式会社関目自動車教習所　代表取締役社長　　林　唯央

カラーコンタクト等は、視力検査時に
外して頂く必要があります。
コンタクトを外す用意を、ご持参下さい。

・ ・角膜矯正レンズを使用されている
場合は、必ず受付時に申告して
下さい。

１８才以上

●視力：片眼  0.5以上、両眼  0.8以上
　深視力：3回の検査で平均誤差が2cm以下

●色彩識別能力：赤・黄・青の識別が出来ること

●運動能力：四肢又は体幹に障害がないこと
※障害の程度により入学可能な場合もありますので窓口にてご相談下さい

普　　通 １８才以上

準 中 型

※特に条件はありませんので、

　「免許なし」からでも取得可能です。

※特に条件はありませんので、

　「免許なし」からでも取得可能です。

参考：車両総重量 3.5ｔ未満

参考：車両総重量 7.5ｔ未満

ホームページから
お申込み ご来校して頂き、ご入金の

お手続きを完了。

入校式に
お越し頂きます

教習を開始！ 
Web予約が快適。

『笑顔がいっぱい！』
関目自動車学校です。

Webからのお申し込みで、
受付手続き時間が短時間で！

割引もご利用出来て、
お得です。

スクールバスをご利用の場合は、
　スマホからホームページへアクセス！

バス停まで
　スマホでナビをします。

『受付手続き』にも、

　 是非便利で快適な

ご利用ください。

『無料スクールバス』を

ご入学希望のお客様にはスピーディでお得なインターネット申込予約、在学中のお客様には簡単で便利な

インターネット教習予約システム、他にも色んな情報が満載の当校ウェブサイトもご覧下さい。

お申込も、ご予約も。

是非ウェブサイトも

ご覧下さい。 URL https://www.sekime.co.jp

パソコン・スマホ から



注1：分割払いをされる方は、技能（実車）の予約を取られる前にご入金（予約時限分）が必要です。

　　　長期分割でお支払いをされる場合は、ローンをご検討ください。

注2：高速教習は、実車教習で行います。(交通事情により、お客様にご了解を得てシミュレーターにて行う場合もございます。)

注3：【教習時限】欄の時限数は、最短で卒業できた場合の教習の授業数です。技能教習は、お客様の都合により、

　　　大幅に時限数が増える可能性があります。

※1 : 各教習車種の審査（限定解除）は、各種割引の適用外となりますのでご注意下さい。

●仮免許試験の際に仮免学科試験手数料及び申請手数料として、2,850円別途必要となります。

当校では  検定料金  写真代  高速料金 効果測定料金  などが、全て基本料金の中に組み込まれています。

学  割　普   通 学  割　 準 中 型
※『審査（限定解除）』は、すべての割引の対象外となります。

10,000円引（税込11,000円引） 　5,000円引（税込  5,500円引）

2022年04月01 日 現在

入学されてから、特にご注意いただきたい点【全コース（安心料金コース含む）・全科目対象】
①教習予約の取消は、取消可能時刻までに、ご自身で予約の取消操作を行って下さい。予約日時に遅刻・欠席をされますと、

キャンル料金が必要となりますのでご注意下さい。

②教習は、時間厳守で行っています。技能教習の場合は、教習開始５分前（二輪科除く）、二輪科の方は10分前 までに

配車（当日券との引き換え手続き）を行って下さい。

　学科教習は、教習開始時刻までに教室にお入り下さい。遅刻をされると、教習を受けることが出来ません。　

③技能教習・応急救護・効果測定・検定に遅刻・欠席をされた場合は、キャンセル料金が必要となります。

キャンセル料金が発生した場合は、すぐにご入金下さい。

 （教習コースによっては次回教習時の配車・予約が出来なくなる場合があります）

④教習の受講順序などがわからなくなった場合は、すぐにフロント窓口までご相談下さい。教習順序を間違えて進めていると、

お越し頂いても教習を受講できない場合があります。

Sekime Driving School

補修費用が追加不要なので、お申込時に運転免許取得までに必要な費用がほぼ確定します。
予算オーバーの心配なく練習に励んでください。

補修料込みのサポートプラン！

●仮免許試験の際に仮免学科試験手数料及び申請手数料として、別途2,850円必要となります。 ●各種ｷｬﾝｾﾙ料及び仮免学科再試験料は、別途必要。

補修授業とは ・・・ なかなか実車の運転に慣れることが出来ない場合や、試験で不合格の場合に必要となる授業

注1： お客様の都合で教習の間隔が １ヶ月以上開いた場合は、
         基本料金コースに変更させていただきます。
       （基本料金コース変更になった場合、差額の返金は致しません。)
注2： キャンセル料金については、別途費用
       （基本料金コース料金表参照）が必要となります。

注3： 自らの希望で技能教習時限の延長は出来ません。
注4： 教習開始後は、安心料金コースへの変更は、出来ません。
注5：お支払いは、一括入金又は教習ローンでお支払い頂く必要が
        あります。

普　通

ＡＴ

普　通

ＭＴ

なし 又は 原付

二　輪

なし 又は 原付

二　輪

所持免許
取得希望
免許

年齢別の料金プラン

お申し込み時 お支払い料金 お申し込み時 お支払い料金

18才～25才 26才～35才

292,000円

244,000円

310,100円

262,300円

(税込 321,200円)

(税込 268,400円)

(税込 341,110円)

(税込 288,530円)

309,200円

261,200円

(税込 340,120円)

(税込 287,320円)

設定なし

設定なし

学  割　普   通 10,000円引（税込11,000円引）

安心料金コースの金額設定は、『平均的な補修時間数×補修料金＋若干の上乗せ料金』で設定をしています。

『入校後に料金の心配をしたくない！』『試験の時に料金の心配までしたくない！』

と思うお客様は、保険とお考え頂いて【安心料金コース】をご選択ください。

※ご入校後に安心料金コースへのプラン変更はできません。お申し込み時に十分ご検討頂き、プランをご選択ください。

■その他追加料金（お客様の事情により必要となる費用）

1,700円1,000円応急救護キャンセル料金 500円効果測定キャンセル料金 仮免許学科試験　再受験料
(税込 1,100円) (税込 550円)

安心料金コースを選択されたお客様も、無断キャンセル料等は必要となります。

関目を選ぶ

ポイント

その 1

教習所は、通学中の利便性が大切！予約当日の朝まで取消が出来るのがGood！

スマホからも簡単操作が便利。

技能を無断キャンセルしたり、補習授業が必要なかったら、この料金で卒業できる。

夜間に教習受けるのも、オプション必要なし。分かりやすい料金がGood！　

関目を選ぶ

ポイント

その 2

いろんな運転免許が取得できる総合スクール

お申し込みの際に≪教習所を卒業するまでの予定≫をプランニングさせて頂きます。
オーダーメイドコースをご選択頂きましたお客様は、都合のよい時間帯や休日だけで
効率良く免許取得が可能となります。

基本教習コース

安心料金コース 

基本料金コース・安心料金コース

○オーダーメイドコースをお申し込みの場合は、２ヶ月程度 先までのご予定をお伺い致します。
　予定帳などをお忘れなくお持ちください。

注1：最初に作成した予定表に基づいて参加頂けなかった場合は、基本料金コースに変更していただきます。

　 　基本料金コースへ変更となった場合、差額の返金は致しません。（補修により予定が変更になった場合を除く）

注2：補修授業が必要となった場合は、予定が大幅に遅れる場合がございますのでご了承下さい。補修授業は、受講回数分の別途料金が必要となります。

注3：お支払いは、教習料金及びオプション料金も含めた全額を、一括入金又は教習ローンでお支払い頂く必要があります。

に設定可能です。

に

お客様だけの最速のプランをご用意！

普 通 車　・　準中型車

プラス   30,000円 (税込 33,000円)

スペシャルオプションコース

ぜひ他校と比較してください！　わかりやすい料金設定！　卒業までにかかる費用が重要です！

所持免許
取得希望
免許

一 括 払 い

申込時お支払い金額

実車教習料金　分割払い

申込時お支払い金額 残金技能料 教習期限
補修技能料金
（ｷｬﾝｾﾙ料金）
１時限あたり

■追加料金
お客様の事情に
より必要となる費用

教習時限
学科 技能

普　通

ＡＴ

普　通

ＭＴ

なし 又は 原付

二　輪

大型特殊

なし 又は 原付

二　輪

大型特殊

普通A T

９ヶ月

３ヶ月

4,300円

(税込 4,730円)

26

2

5

26

2

5

-

31

29

23

34

32

26

4

170,500円

159,500円

126,500円

183,600円

172,800円

140,400円

21,600円

(税込 187,550円)

(税込 175,450円)

(税込 139,150円)

(税込 201,960円)

(税込 190,080円)

(税込 154,440円)

(税込 23,760円)

100,000円

63,000円

80,500円

105,000円

68,000円

85,500円

40,000円

(税込 110,000円)

(税込 69,300円)

(税込 88,550円)

(税込 115,500円)

(税込 74,800円)

(税込 94,050円)

(税込 44,000円)

270,500円

222,500円

207,000円

288,600円

240,800円

225,900円

61,600円

(税込 297,550円)

(税込 244,750円)

(税込 227,700円)

(税込 317,460円)

(税込 264,880円)

(税込 248,490円)

(税込 67,760円)※1

審査（限定解除）

（カタピラ限定除く）

（カタピラ限定除く）

準中型

ＭＴ

なし 又は 原付

普通 M T

普通 A T

二　輪

大特 又は 大特２種

普通M T ＋ 普通２種M T

普通１種 ＋ 普通２種A T

準中型 5 t限定

準中型 5 t A T限定

９ヶ月

３ヶ月

4,800円

(税込 5,280円)

27

1

1

3

5

-

-

-

-

41

13

17

39

31

9

13

4

8

237,800円

75,400円

98,600円

226,200円

179,800円

52,200円

75,400円

23,200円

46,400円

(税込 261,580円)

(税込 82,940円)

(税込 108,460円)

(税込 248,820円)

(税込 197,780円)

(税込 57,420円)

(税込 82,940円)

(税込 25,520円)

(税込 51,040円)

131,500円

84,500円

84,500円

99,500円

95,500円

80,000円

80,000円

40,000円

40,000円

(税込 144,650円)

(税込 92,950円)

(税込 92,950円)

(税込 109,450円)

(税込 105,050円)

(税込 88,000円)

(税込 88,000円)

(税込 44,000円)

(税込 44,000円)

369,300円

159,900円

183,100円

325,700円

275,300円

132,200円

155,400円

63,200円

86,400円

(税込 406,230円)

(税込 175,890円)

(税込 201,410円)

(税込 358,270円)

(税込 302,830円)

(税込 145,420円)

(税込 170,940円)

(税込 69,520円)

(税込 95,040円)

※1

審査（限定解除）

※1

審査（限定解除）

（カタピラ限定除く）

当校で作成した、最短教習スケジュールにご参加頂くプランとなります。

後は、予定通りに出席するだけです！ 既定のプランにご予定が合えば、最短で免許取得が可能です。

中
集
期
短 最短18日で免許取得が可能です！

プラス  30,000円

注1：短期集中コースには、定員に上限がございます。お申込は、お早めにお願いいたします。（特に春休み・夏休みの時期）

注2：最初にお渡しする予定表に基づいて参加頂けなかった場合は、基本料金コースに変更となります。

　　　基本料金コースへ変更となった場合、差額の返金は致しません。（補修により予定が変更になった場合を除く）

注3：補修授業が必要となった場合は、予定が大幅に遅れる場合がございますのでご了承下さい。補修授業は、受講回数分の別途料金が必要となります。

注4：お支払いは、教習料金及びオプション料金も含めた全額を、一括入金又は教習ローンでお支払い頂く必要があります。

基本料金コース・安心料金コース に設定可能です。

基本教習コースに
安心料金コースに (税込 33,000円)

普通車
のみ

スペシャルオプションコース

●下記料金は、税抜価格、及び税率10％にて税込価格 を表示しています。

普通車
のみ
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