
※入れ墨（タトゥー）のある方は、その大きさに関わらず、ご入校をお断りさせていただきます。

入　校　日 トリプル・ツイン シングル ホテルシングル 備考

※左記料金は３食付き、税込料金です。

※卒業時に当校規定の交通費を現金にてキャッシュバックさせていただきます。（卒業しないと対象外となりますので、ご注意ください）

※別途料金　：　仮免許申請手数料として２，８５０円（非課税）を入校日に自動車学校窓口で現金にてお支払いいただきます。

※入校日現在で普通車以上の運転免許経歴が３年以上あり、中型免許を所持している５９歳までの方がご入校いただけます。

※合宿期間中は卒業まで当校施設に滞在していただく為、一時帰宅は原則としてお受けできません 。ご都合をよくご確認のうえ、お申込みください。

■保証内容について

年　齢 技 能 教 習 技 能 検 定

年齢４９歳以下 最短＋８時限まで 卒業まで保証

年齢５０歳以上 最短＋４時限まで 卒検各１回まで

■追加料金について（保証範囲を超えた場合）　※下記料金は税込です。

大型（所持免許：中型免許の方）　　　　　　  ※入校可能日は毎週　月・金です。※所要最短日数８日

12/1～5/31 ２２９,０００円 ２３４,０００円 ２４９,０００円
１/２１～４/２の期間はご入校いただけません。

宿　泊

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋４泊、ホテルは　最短　まで

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋２泊、ホテルは　最短　まで

　技能教習9,570円/時限、修了検定7,150円/回、卒業検定7,700円/回、宿泊(トリプル・ツイン・シングル)5,000円/泊、宿泊(ホテル)6,000円/泊



※入れ墨（タトゥー）のある方は、その大きさに関わらず、ご入校をお断りさせていただきます。

入　校　日 トリプル・ツイン シングル ホテルシングル 備考

※左記料金は３食付き、税込料金です。

※卒業時に当校規定の交通費を現金にてキャッシュバックさせていただきます。（卒業しないと対象外となりますので、ご注意ください）

※別途料金　：　仮免許申請手数料として２，８５０円（非課税）を入校日に自動車学校窓口で現金にてお支払いいただきます。

※入校日現在で普通車以上の運転免許経歴が３年以上あり、中型MT８ｔ限定免許を所持している５９歳までの方がご入校いただけます。

※合宿期間中は卒業まで当校施設に滞在していただく為、一時帰宅は原則としてお受けできません 。ご都合をよくご確認のうえ、お申込みください。

■保証内容について

年　齢 技 能 教 習 技 能 検 定

年齢４９歳以下 最短＋８時限まで 卒業まで保証

年齢５０歳以上 最短＋４時限まで 卒検各１回まで

■追加料金について（保証範囲を超えた場合）　※下記料金は税込です。

大型（所持免許：中型MT８ｔ限定免許の方） ※入校可能日は毎週　木・金です。※所要最短日数１０日

12/1～5/31 ２８４,０００円 ２８９,０００円 ３０４,０００円
１/２１～４/５の期間はご入校いただけません。

宿　泊

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋４泊、ホテルは　最短　まで

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋２泊、ホテルは　最短　まで

　技能教習9,570円/時限、修了検定7,150円/回、卒業検定7,700円/回、宿泊(トリプル・ツイン・シングル)5,000円/泊、宿泊(ホテル)6,000円/泊



※入れ墨（タトゥー）のある方は、その大きさに関わらず、ご入校をお断りさせていただきます。

入　校　日 トリプル・ツイン シングル ホテルシングル 備考

※左記料金は３食付き、税込料金です。

※卒業時に当校規定の交通費を現金にてキャッシュバックさせていただきます。（卒業しないと対象外となりますので、ご注意ください）

※別途料金　：　仮免許申請手数料として２，８５０円（非課税）を入校日に自動車学校窓口で現金にてお支払いいただきます。

※入校日現在で普通車以上の運転免許経歴が３年以上あり、準中型免許を所持している５９歳までの方がご入校いただけます。

※合宿期間中は卒業まで当校施設に滞在していただく為、一時帰宅は原則としてお受けできません 。ご都合をよくご確認のうえ、お申込みください。

■保証内容について

年　齢 技 能 教 習 技 能 検 定

年齢４９歳以下 最短＋８時限まで 卒業まで保証

年齢５０歳以上 最短＋４時限まで 卒検各１回まで

■追加料金について（保証範囲を超えた場合）　※下記料金は税込です。

大型（所持免許：準中型免許の方）                  ※入校可能日は毎週　水～金です。※所要最短日数１２日

12/1～5/31 ３１４,０００円 ３１９,０００円 ３３４,０００円
１/２１～４/４の期間はご入校いただけません。

宿　泊

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋４泊、ホテルは　最短　まで

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋２泊、ホテルは　最短　まで

　技能教習9,570円/時限、修了検定7,150円/回、卒業検定7,700円/回、宿泊(トリプル・ツイン・シングル)5,000円/泊、宿泊(ホテル)6,000円/泊



※入れ墨（タトゥー）のある方は、その大きさに関わらず、ご入校をお断りさせていただきます。

入　校　日 トリプル・ツイン シングル ホテルシングル 備考

※左記料金は３食付き、税込料金です。

※卒業時に当校規定の交通費を現金にてキャッシュバックさせていただきます。（卒業しないと対象外となりますので、ご注意ください）

※別途料金　：　仮免許申請手数料として２，８５０円（非課税）を入校日に自動車学校窓口で現金にてお支払いいただきます。

※入校日現在で普通車以上の運転免許経歴が３年以上あり、準中型MT５ｔ限定免許を所持している５９歳までの方がご入校いただけます。

※合宿期間中は卒業まで当校施設に滞在していただく為、一時帰宅は原則としてお受けできません 。ご都合をよくご確認のうえ、お申込みください。

■保証内容について

年　齢 技 能 教 習 技 能 検 定

年齢４９歳以下 最短＋８時限まで 卒業まで保証

年齢５０歳以上 最短＋４時限まで 修検・卒検各１回まで

■追加料金について（保証範囲を超えた場合）　※下記料金は税込です。

12/1～5/31 ３４９,０００円 ３５４,０００円 ３７４,０００円
１/１４～４/３の期間はご入校いただけません。

　技能教習9,570円/時限、修了検定7,150円/回、卒業検定7,700円/回、宿泊(トリプル・ツイン・シングル)5,000円/泊、宿泊(ホテル)6,000円/泊

宿　泊

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋４泊、ホテルは　最短　まで

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋２泊、ホテルは　最短　まで

大型(所持免許：準中型MT５ｔ限定免許の方)  ※入校可能日は毎週　火～金です。※所要最短日数１４日



※入れ墨（タトゥー）のある方は、その大きさに関わらず、ご入校をお断りさせていただきます。

入　校　日 トリプル・ツイン シングル ホテルシングル 備考

※左記料金は３食付き、税込料金です。

※卒業時に当校規定の交通費を現金にてキャッシュバックさせていただきます。（卒業しないと対象外となりますので、ご注意ください）

※別途料金　：　仮免許申請手数料として２，８５０円（非課税）を入校日に自動車学校窓口で現金にてお支払いいただきます。

※入校日現在で普通車の運転免許経歴が３年以上あり、普通MT免許を所持している５９歳までの方がご入校いただけます。

※合宿期間中は卒業まで当校施設に滞在していただく為、一時帰宅は原則としてお受けできません 。ご都合をよくご確認のうえ、お申込みください。

■保証内容について

年　齢 技 能 教 習 技 能 検 定

年齢４９歳以下 最短＋８時限まで 卒業まで保証

年齢５０歳以上 最短＋４時限まで 修検・卒検各１回まで

■追加料金について（保証範囲を超えた場合）　※下記料金は税込です。

　技能教習9,570円/時限、修了検定7,150円/回、卒業検定7,700円/回、宿泊(トリプル・ツイン・シングル)5,000円/泊、宿泊(ホテル)6,000円/泊

大型（所持免許：普通MT免許の方） 　        ※入校可能日は毎週　火～金です。※所要最短日数１５日

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋２泊、ホテルは　最短　まで

４０９,０００円

宿　泊

　トリプル・ツイン・シングルは最短日数＋４泊、ホテルは　最短　まで

３８４,０００円 ３８９,０００円12/1～5/31

１/１４～４/３の期間はご入校いただけません。



宿 舎 施 設 の ご案内
福島県白河市白坂一里段6-236

アプレンデール

シュプレーム

福島県白河市新白河3-54-4 教習所送迎バス 10分

建物周辺には赤外線センサー警備、

玄関オートロック、 各階通路と階段

に防犯カメラ完備と安心して利用頂

けます。

全室ホテル仕様のマットレス、 羽毛

布団しています。

新白河駅近くでショッピングモール

などが近いので便利です。
朝食 : カーサホテル新白河内レストラン

昼食 : 教習所内食堂

夕食 : お弁当

朝食 : カーサホテル新白河内レストラン

昼食 : 教習所内食堂

夕食 : お弁当

1部屋4名まで同室

OK! グループ貸切も

できます。

朝食 : 朝食代支給

昼食 : 教習所内食堂

夕食 : お弁当

(1食¥500)

各部屋風呂 無料洗濯機 有料乾燥機

共同利用

風呂 無料洗濯機 有料乾燥機

コンビニ徒歩5分

福島県白河市萱根西ノ内6-1 教習所送迎バス 17分 コンビニ徒歩4分

カーサホテル 新白河
福島県白河市新白河3-76 教習所送迎バス 10分

明るく清潔なロビー、 館内には自動

販売機、 電子レンジ、ランドリーコー

ナー (有料 )がありとても便利。

新白河駅近くでショッピングモール

などが近いので便利です。

4K対応のスマート TVを全室に

導入。 滞在中も退屈しません。

※満館時は他ホテルを使用することがあります。

各部屋風呂
スマート

有料洗濯機 有料乾燥機

コンビニ徒歩5分

合宿生専用マンション ホテルプラン

合宿生専用宿舎

男 シングル ツイン

女 シングル ツイン トリプル

男 シングル ツイン トリプル

男 シングル ツイン

女 シングル ツイン


