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トーブモータースクール 主な教習の料金
令和3年1月1日 現在の料金 作成日：令和2年12月25日

準中型自動車
【任意】免許センターでの費用

その他の費用（税込）
１回あたり／
１時限あたり

3,600 （栃木県収入証紙代）

取得を希望する
免許種目

所持免許
↑の意味

『および上位免許』

卒業までに必要な
料金の総額

入校時に
必要な料金

基準教習
時限数 オプション（税込）

優先プラン費用 等

5,280 円

学科 技能
技能再検定料 5,500 円

41 ●優先プラン料金　(38,500円)

準中型

な　し
または、原付

本体価格 299,800

194,030 27

普通自動車

本体価格 110,500

59,720

税抜総額 302,650
修了検定再試験料 1,700 円

税込総額 332,630

準中型

乗り越し料金

13
●優先プラン料金 (20,900円)

※ 普通自動車免許取得から1年
   未満の方は初心者マークが
　 必要となります。

補習料金 5,280 円

5,500 円

5,500 円

税抜総額 113,350

税込総額 124,400

中型

乗り越し料金

技能再検定料

●優先プラン料金 (33,000円)
修了検定再試験料

1

普通自動車
ＡＴ限定

本体価格 129,700

80,840 1 17税抜総額 132,550

税込総額 145,520

補習料金 5,500 円

●優先プラン料金 (33,000円)

普通自動二輪

本体価格 241,000

129,350 3 39

17 23税抜総額 188,100

－－－ 円
税抜総額 243,850

税込総額 267,950

税込総額 206,910

技能再検定料 5,500 円

中型自動車

準中型仮免許

本体価格 188,100

137,500

【任意】免許センターでの費用
修了検定再試験料 －－－ 円

3,600 （栃木県収入証紙代）

大型

乗り越し料金 7,700 円

取得を希望する
免許種目

所持免許
↑の意味

『および上位免許』

卒業までに必要な
料金の総額

入校時に
必要な
料　金

基準教習
時限数 オプション（税込）

優先プラン費用 等

補習料金 7,700 円

学科 技能

中　型

普通自動車

本体価格 121,600

81,280 1 15 ●優先プラン料金 (16,500円)

●『卒業までに必要な料金の総額』
　とは、規定時限にて卒業されたとき
　の教習料金の総額をいい、その他の
　費用・オプション等に記する料金は
　含まれておりません。

●【任意】免許センターで必要な書類
　の作成サービスをいたしておりま
す。
　その際は、必要費用を栃木県収入証
　紙代として表示金額をお預かりいた
　します。

●高速教習は実車で行います。

●本人都合による中途解約および転校
　については、規定の中途解約(転校)
　手数料を申し受け精算し、過不足が
　ある場合は、ご返金またはご請求い
　たします。

●表中の税込表示は、消費税率１０％
　の積算となっております。消費税率
　に変更があったときは、法令に基づ
　き逐次適用となります。
　よって、税率変更以降の教習・検定
　には、消費税差異が発生いたします。
　消費税差異については、別途申し受
　けます。

税抜総額 124,450

税込総額 136,610

●優先プラン料金 (20,900円)

●優先プラン料金 (12,100円)

普通自動車
ＡＴ限定

本体価格 141,600

103,280 1 19税抜総額 144,450

税込総額 158,610

準中型自動車

本体価格 89,600

68,080 9税抜総額 92,450

税込総額 101,410

準中型自動車
（５ｔに限る）

本体価格 101,600

70,280 1 11 ●優先プラン料金 (13,200円)税抜総額 104,450

税込総額 114,610

準中型自動車
（５ｔ・ＡＴ限定）

本体価格 121,600

92,280 1 15 ●優先プラン料金 (16,500円)税抜総額 124,450

税込総額 136,610

大型自動車
【任意】免許センターでの費用

3,600 （栃木県収入証紙代）

取得を希望する
免許種目

所持免許
↑の意味

『および上位免許』

卒業までに必要な
料金の総額

入校時に
必要な
料　金

基準教習
時限数 オプション（税込）

優先プラン費用 等
学科 技能

大　型

普通自動車

本体価格 270,000

148,050 1 30

34

●優先プラン料金 (33,000円)税抜総額 272,850

税込総額 299,850

普通自動車
ＡＴ限定

本体価格 298,000

178,850 1 ●優先プラン料金 (37,400円)税抜総額 300,850

税込総額 330,650

準中型自動車

本体価格 219,000

132,650 1 23 ●優先プラン料金 (25,300円)税抜総額 221,850

税込総額 243,750

準中型自動車
（５ｔに限る）

本体価格 242,000

140,350 1 26 ●優先プラン料金 (28,600円)税抜総額 244,850

税込総額 269,050

準中型自動車
（５ｔ・ＡＴ限定）

本体価格 270,000

171,150 1 30 ●優先プラン料金 (33,000円)税抜総額 272,850

税込総額 299,850

中型自動車

本体価格 156,000

91,950 14 ●優先プラン料金 (15,400円)税抜総額 158,850

税込総額 174,450

中型自動車
（８ｔに限る)

本体価格 198,000

115,050

145,850 24

20 ●優先プラン料金 (22,000円)税抜総額 200,850

税込総額 220,650

人はくるまで　くるまは人で　走るのです！

●優先プラン料金 (26,400円)税抜総額 228,850

税込総額 251,450

TOBU MOTOR SCHOOL

とちぎ安全教育センター株式会社
〒320-0854　栃木県宇都宮市鷺の谷町234

TEL.　028-658-0731　　　　　　mailto:　tms@658-0731.jp　　　　　　URL:　http://www.658-0731.jp

中型自動車
（８ｔ・ＡＴ限定)

本体価格 226,000


