
さんがわ自動車学校さんがわ自動車学校
香川県公安委員会指定 0120-39-2546お問い合わせはこちら
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亀鶴公園より東へ約５分

みろく公園より県道１０号線を西へ約５～１０分

さぬき市民病院より徒歩約５～１０分

当校駐車場は『正面』『東側』『コース内』に御座います。

お車でお越しの際は、ご自由にご利用ください。

コース内の駐車場ご利用の際は、周囲の交通にご注意下さい。

● 当校の新型コロナウイルス感染防止の取り組み
館内・教習車内の消毒
手指の消毒スプレーの設置 従業員のマスク着用義務化

手洗い・うがい
手指の消毒の徹底 定期的な換気 非接触型検温器の設置

● 記載料金には以下の料金が含まれています。
【　入学金・技能教習及び学科教習料 (規定時限分 )・教科書代・適性検査料・効果測定料 (修・卒検定前各２回 )

・写真代・修了検定料 (１回 )・卒業検定料 (１回 )　】
● 別途、必要になるかもしれない費用

【　規定時限数を超える技能教習料 (税込5,500円 )・再検定料《修了検定 (税込5,500円 )/ 卒業検定 (税込6,600円 )》
・３回目以降の効果測定料 (税込550円 /１回 )・原付教習 (任意 )を受講される場合 (税込3,300円 )　】

● その他
・途中で退学される場合は、お支払い頂いた料金から、入学金＋受講済み教習料＋検定諸費用を差し引いた金額を
払い戻しいたします。但し、法律で定める期間が過ぎてしまった場合は払い戻し致しかねます。

・当校では原則として普通自動車の高速教習は実車で教習します。ただし、道路・天候・交通の状況等により
実車教習が困難な場合は、シミュレータによる教習を行う場合があります。

・当チラシの料金に別途、仮免許関係手数料として2,850円 ( 非課税 )が必要です。上記料金に合わせてご持参ください。
・当チラシの料金は一部です。所持免許によって料金が変わりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
・夜間生 (17:40～) は夜間料金が必要になります。大型・準中型¥8,800-( 税込 )、中型¥5,500-( 税込 )
二輪・けん引・大特¥3,300-( 税込 )　＊普通車は除く。＊準中型 (所持免許なし・原付免許所持の方 )は除く。

所持免許なしの方所持免許なしの方

普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)
自動二輪免許をお持ちの方自動二輪免許をお持ちの方

所持免許なしの方所持免許なしの方

普通自動二輪車免許(MT)普通自動二輪車免許(MT)普通自動二輪車免許(MT)普通自動二輪車免許(MT)
普通免許 (MT)をお持ちの方普通免許 (MT)をお持ちの方

105,600円105,600円105,600円105,600円 89,000円89,000円89,000円89,000円
税込97,900円税込97,900円税込97,900円税込97,900円税込116,160円税込116,160円税込116,160円税込116,160円

所持免許なしの方所持免許なしの方

普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)
自動二輪免許をお持ちの方自動二輪免許をお持ちの方

260,000円260,000円260,000円260,000円 201,000円201,000円201,000円201,000円
税込286,000円税込286,000円税込286,000円税込286,000円 税込221,100円税込221,100円税込221,100円税込221,100円

245,000円245,000円245,000円245,000円
税込269,500円税込269,500円税込269,500円税込269,500円 192,000円192,000円192,000円192,000円

税込211,200円税込211,200円税込211,200円税込211,200円

所持免許なしの方所持免許なしの方

準中型自動車免許準中型自動車免許準中型自動車免許準中型自動車免許

277,000円277,000円277,000円277,000円
税込304,700円税込304,700円税込304,700円税込304,700円

大型特殊自動車免許大型特殊自動車免許大型特殊自動車免許大型特殊自動車免許

71,000円71,000円71,000円71,000円
税込78,100円税込78,100円税込78,100円税込78,100円

所持免許なしの方所持免許なしの方

普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)普通自動車免許(AT)
自動二輪免許をお持ちの方自動二輪免許をお持ちの方

278,000円278,000円278,000円278,000円
税込305,800円税込305,800円税込305,800円税込305,800円 225,000円225,000円225,000円225,000円

税込247,500円税込247,500円税込247,500円税込247,500円

スーパー短期コーススーパー短期コース

所持免許なしの方所持免許なしの方

普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)普通自動車免許(MT)
自動二輪免許をお持ちの方自動二輪免許をお持ちの方

293,000円293,000円293,000円293,000円 234,000円234,000円234,000円234,000円
税込322,300円税込322,300円税込322,300円税込322,300円 税込257,400円税込257,400円税込257,400円税込257,400円

入校日 卒検日
３/１１ ( 土 ) ３/３０ ( 木 )

AT 入校日 卒検日
３/１１ ( 土 ) ４/１ ( 土 )

MT 短期コースは定員になりますと、
受付を締め切ります。
お早めにお申し込みください。

早割
３週間以上前の
申し込みが必要

10,000円
キャッシュバックキャッシュバック

check
所持免許なし

の方に限ります。

早割
対象

早割
対象

最短教習日数１６日１６日

＊　　…  入校日

March３
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
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３月１１日～３月３１日
キャンペーン期間

31 学科教習学科教習
がが

自宅で受けられる自宅で受けられる

学学
科科

オオ
ンン
ララ
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ンン

教教習習

＊詳しくは裏面をご覧ください。

さんがわ自動車学校でもオンラインで“学科教習”を受講できる様になりました。

自宅で効率よく教習を進めて、最短時間での免許取得が可能です。

修了検定再受験料税込5,500円　修了検定再受験料税込5,500円　
卒業検定再受験料税込6,500円　卒業検定再受験料税込6,500円　
検定補習教習料最低１時限税込5,500円　検定補習教習料最低１時限税込5,500円　

合格するまで何度でも　合格するまで何度でも　合格するまで何度でも　合格するまで何度でも　

お守りパックお守りパックお守りパックお守りパック
お守りパックお守りパックお守りパックお守りパック をご希望の方はをご希望の方はをご希望の方はをご希望の方は

ただし‼ただし‼ただし‼ただし‼

検定に落ちたらどうしよう。。。検定に落ちたらどうしよう。。。
そんな心配がある方にそんな心配がある方にそんな心配がある方にそんな心配がある方に

お守りパックお守りパックお守りパックお守りパック

通常価格税込11,000円通常価格税込11,000円通常価格税込11,000円通常価格税込11,000円

をオススメします！をオススメします！をオススメします！をオススメします！

で入れます！で入れます！で入れます！で入れます！

学生様は学生様は学生様は学生様は

（３５歳以下の方で普通車・準中型コース限定）（３５歳以下の方で普通車・準中型コース限定）

先着先着先着先着１０名１０名１０名１０名 限定‼限定‼限定‼限定‼

0円0円0円0円
で入れます‼で入れます‼で入れます‼で入れます‼0円0円0円0円

＊スーパー短期コースは除きます。



検定検定

学科教習学科教習
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教教習習
さんがわ自動車学校でもオンラインで“学科教習”を受講できる様になりました。

自宅で効率よく教習を進めて、最短時間での免許取得が可能です。

この時代だからこそ、「密」を回避できます。

朝でも夜でも！時間を有効活用できます。

オ ン ラ イ ン 学 科

オ ン ラ イ ン 学 科

オ ン ラ イ ン 学 科

自動車学校へ来校回数が減ります！全学科（２６時限）の内、２１時限が受講可能！

空いた時間に受講可能！インターネット環境があれば場所を選びません！

密になり易い学科教室の利用回数を格段に減らす為、リスク低減に繋がります！

＊１

＊２

＊３

学学
科科
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教教習習

一部の学科教習一部の学科教習

技能教習技能教習

普通免許 AT12時限普通免許 AT12時限
MT15時限MT15時限

準中型免許   18時限準中型免許   18時限
普自二免許     9 時限普自二免許     9 時限

学学
科科

オオ
ンン
ララ
イイ
ンン

教教習習

一部の学科教習一部の学科教習

技能教習技能教習

普通免許 AT19時限普通免許 AT19時限
MT19時限MT19時限

準中型免許   23時限準中型免許   23時限
普自二免許   10時限普自二免許   10時限

検定検定

第一段階第一段階 第二段階第二段階

＊１…普通車免許及び普通自動二輪免許に係る学科教習は２６時限ですが、準中型免許に係る学科教習は２７時限です。
＊２…ネット環境及び、動画再生に適した電子機器、学科教習を受けるに適した場所である必要があります。

AI 技術を応用したオンライン学科教習ツール”GACKER”を使用しています。

入校時に利用規約書をお渡ししますので、内容を理解した上でご利用ください。

なお、受講時の態度や受講環境、不正行為などによって受講が無効になる場合があります。

＊３…感染症の感染を予防するのには効果がありますが、感染しない事を約束できるものではありません。


