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長浜自動車学校

N ATSU -MEN

期間

7/19 火 〜9/24 土

運転免許取得相談会 やります！

7/31 ・8/7 ・8/13
日

日時

日

9:00〜12:00

長浜自動車学校

場所

土

!
好評実施中

※期間中にお申し込みいただき、
9月末までに入校された方が対象となります。

お 友 達 を 誘 って
ね♪
気 軽 に 参 加 して

参 加 者 全 員に

Q UOカード
プレゼント!!

相談会当日にお申込みいただいた方には

● 免許取 得ってむずかしい？

無料アップグレード

● 交通ルールがよくわからない

入校
安心パック（5時間分）コースに
特典
安心パック 5

● 教 官って怖いの？

…など、あなたのギモンにお答えします！

15,000円（税抜）［ 16,500円

（税込）］
相当

※1回の相談会につき先着15名様に限ります。
※短期・オーダーコースの方は除きます。

普通車コースで入校した方に割引チャンス!!

01 学 割

02 友 割

税込料金から

10,000円割引!!

10,000円割引!!
〈友割の適用方法〉
当校でお友達と一緒にお申込みをしてください。
教習料金の支払いと入校日を決めてください。
入校日は別々でもOK!

※大学生・専門学生・高校生が対象です。

税込料金から

例えば

01 学 割 + 02 友 割
普 通 車

AT

通常
価格

別途
料金

20,000円割引!!

最大

284,000円［ 312,400円（税込）］

教 習 料 金 割引価格

お友達と一緒に普通車で入校された方に
割引チャンス！2名以上でお申し込みで
1人につき税込料金から

（税抜）

265,818円

（税抜）

MT

通常
価格

299,000円［ 328,900円（税込）］

割引価格

［ 292,400円（税込）］

（税抜）

280,818円

（税抜）

［ 308,900円（税込）］

●証紙代：4,600円（非課税）●運転記録証明書：670円（非課税）●原付教習をされる方：5,500円
（税込）●補習・再検定の場合 技能教習補習料：5,500円
（税込）/回
●仮免学科再試験料：1,700円（非課税）
・再検定料：5,500円
（税込）
/回

さらに、
当校ホームページから
WEB申込みの方には、

ギフト券 5,000円分プレゼント!!
※大学生協を通じてのご入校の方は対象外となりますので、
ご注意ください。

学生の皆さまの運転免許取得を応援します。

学生 応 援 スキップ
払いも選べます♪

●対 象／大学生・短大生・専門学生の全学年と来春卒業予定の高校3年生 ●内 容／通年、最長6ヶ月以内で自由に支払い開始月が選べます。 ●お 得／お支払い開始据え置き期間中の手数料はいただきません。

滋賀県公安委員会指定・滋賀県労働局登録教育機関

長浜自動車学校

〒526-0828 滋賀県長浜市加田町950

TEL

0749-62-1122

ホームページからのお問合せ・お申込みも承っております。

入学金35,000円、
教材費、
適性検査、
写真代以外の未使用分は、
お支払い後に途中解約する場合、
入学金35,000円を除き、
払い戻しいたします。
高速教習は実車で行います。
本免許受験警察証紙代、
運転記録証明書代、
住所が滋賀県外の方は必要ありません。
●対 象／大学生
・短大生
・専門学生の全学年と来春卒業予定の高校3年生
●内 容／通年、最長6ヶ月以内で自由に支払い開始月が選べます。
●お 得／お支払い開始据え置き期間中の手数料はいただきません。
注意事項

AHAMA
NAG

DRIVING SCH
OOL

長浜自動車学校が人気の理由
新型トヨタ

カローラアクシオ導入

オンライン学科教習

ダブルハンドル
教習車WOWワォ!!

滋賀県でダブルハンドル教習車を導入しているのが

いつでも!どこでも!受けられる!
スマホなどの携帯デバイスを使用することにより、
通学しなくても、
自宅などで受講できます。

送迎バスのご案内
(無料)

長浜自動車学校です。
ダブルハンドル車による教習

最先端を走る電気自動車に乗れる。

では、熟練した教官のハンドル操作と、全く同じハン

日産リーフを普通車コースの教習生の方に体感してい

ドル操作を実体験・習得できます。S字・クランクコー

ただくために、2段階の教習項目
「高速道路の運転」など

スなどを、
スムーズなハンドル操作で通過することが

で使用しています。今後、電気自動車が主体となる時代

できて、運転技術がメキメキ上達します。

はそう遠くないと思います。環境にも配慮した車です。

フォークリフト
運転技能講習

高齢者講習センター
「敬愛館」

湖北では
ココだけ!

女性にも人気上昇中の資格!!就活にも有利!!

送迎バス予約がスマホからご予約できます。

厚生労働省の国家資格で、
荷役に伴う物流・流通・

送迎ルート

製造などの産業では有利な資格です。

彦根市・米原市（山東町・伊吹町・近江町）
・長浜市

34,100円 35,200円

（浅井町・虎姫町・びわ町・市内）のエリアで運行し
ています。詳しくは、
ホームページをご覧ください。

普通免許をお持ちの方

補習・再検定合わせて5時間分パック

安心パック 5

15,000円

（税抜）

［ 16,500円（税込）］

補習・再検定合わせて10時間分パック

安心パック 10

25,000円

（税抜）

［ 27,500円（税込）］

※別途写真代が必要です。

普通免許がない方

※別途写真代が必要です。

入校者・紹介者に（普通車の場合）

クオカード

5,000円分

プレゼント!!

※ギフト券の種類は、
JCB・図書カードからもお選びいただけます。
※WEB申込みと重複した場合は、
どちらか一方になります。

長浜自動車学校

TEL

高齢者にやさしい講習で安心。
高齢ドライバーの安全・安心をサポートする湖北最
大の施設をオープンいたしました。高齢者の皆様

（税込）

友達紹介制度

滋賀県公安委員会指定・滋賀県労働局登録教育機関

〒526-0828 滋賀県長浜市加田町950

（税込）

〈フォークリフト運転技能講習に関する登録教習機関 登録番号 滋第95号〉

安心パックコース
初めての運転。少し不安と思う方にオススメです。

新型日産リーフ導入

に、
日々快適なカーライフを送っていただけるよう各
種講習に尽力して参ります。高齢者講習用にサポ
カーの
「日産 デイズ」
を導入しました。

から
誕生日の50日前
入校可能です!
進路が決まれば
早めの入校相談と
お申込みを
オススメします。
※誕生日前に入校された場合は、
誕生日が来るまでは、
1段階の
技能と学科のみ受講できます。

0749-62-1122

ホームページからのお問合せ・お申込みも承っております。

