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https://www.univcoop-tokai.jp/aucoop/
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http://www.univcoop-tokai.jp/rctoyota/

https://www.univcoop-tokai.jp/nfucoop/

https://www.univcoop-tokai.jp/meijo-coop/

https://www.univcoop-tokai.jp/inter/

https://www.univcoop-tokai.jp/gucoop/

http://www.univcoop-tokai.jp/gcwc/index.html

https://www.univcoop-tokai.jp/mucoop/

https://www.univcoop-tokai.jp/mietan/

https://www.univcoop-tokai.jp/miekan/

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/

http://www.univcoop-tokai.jp/suac/

愛知県公立大学生活協同組合
県大購買書籍部

芸大購買

大学生協はお得な組合員割引があります

大学生協組合員の方の免許取得は毎年1万人以上の実績のある生協で

お申込は大学生協のカウンターへ

自動車学校での直接のお申込は、生協組合員料金適用外となります。ご注意ください。
大学生協
HPはコチラ！



生協の冬のマイスケジュールプランなら、高校卒業後すぐ入校しても、大学で本格的に授業が始まるまでに
一定の目処がつけられます。遅くてもGWまでの卒業を目指しましょう。

短期プランなら大学入学までに卒業目途がつく学校もあります。
（大変混雑しています。卒業目途は各校の状況により異なります）

冬の
マイスケジュールプラン
・スピードプラン

冬の
マイスケジュール
プラン

通学制
春の特典プラン

追加技能教習料金不要！

2022年　 2023年

2023年2月 パンフ発行おすすめ
自動車学校卒業までに必要な料金

大学生協料金（通学制・普通車の場合）

申込金 入学金 適性検査料 ＊１

写真代 教本・教材費 学科教習料 ＊２

技能教習料 高速通行料 原付技能教習費
＊３ ＊４ ＊５

効果測定料 修了検定料 卒業検定料
＊６ ＊７ ＊７

仮免許証紙代 2,850円 仮免許試験受験手数料1,700円・仮免許証交付手数料1,150円

別途追加料金 技能教習規定時限オーバー時は追加技能教習料金が必要です

自
動
車
学
校
で

お
支
払
い

申
込
店
舗
で
お
支
払
い

夜間技能教習料＊8

※自動車学校によって条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。

「自分自身の性格判断」だと思ってください。運転にあたっての注意点など、しっかりと分析されます。
免許なし・原付免許所持の方は26時限分、二輪免許所持のかたは2時限分。
MT車34時限分、AT車31時限分。高速技能教習料も含みます。
 高速技能教習時に必要な高速通行料。
免許取得後の安全運転のために実施。原付･二輪免許所持者は不要です。
(県自静岡・県自沼津・マジオ藤枝・遠鉄浜松・遠鉄磐田・上池・北方・三田洞は除く)
学科教習が合格レベルまで達しているかをみるテスト。合格まで追加料金不要。
(但し、安城・ユタカ・ユタカ豊川は1回分のみ、大原は3回分のみ)
追加受験料は合格まで不要です。(但し中勢･三重高等･津DSは1回分)
夜間の時間帯に技能教習を受けるときに必要です。

＊１
＊２
＊３
＊４ 
＊５

＊６

＊７
＊8  

　生協では学生の皆さんに、出来る限り1年のうちに免許を取得
することを、お勧めしています。右のグラフによると1年生まで
に77.9％の方が、2年生までには90.6％の方が運転免許を取得
しています。これは上級生になるほど忙しくなり、免許取得の
ために費やせる時間の確保が難しくなるためです。特に3～4年
時は就職活動、教育実習、実験、卒業論文準備、大学院入試な
どスケジュール調整が厳しくなります。
　生協が行った卒業生アンケートでも「1年生の早いうちに取得
して良かった」という声をたくさん頂いています。自分の4年間
のスケジュールを考えて、無理のない計画をたてましょう。

（2021年東海地区大学生協免許取得アンケート結果より）

入学前取得
18％

1年生前期取得
47％

2年生次取得
13％

3年生次取得
4％

4年生次取得
1％

1年生後期取得
13％

未取得
4％

2年生までに90.6％の方が取得

（例）生協提携校の料金 ※2022年組合員料金
※具体的な生協料金は「2022年度版　組合員料金一覧」をご覧ください。

大学生協で申込む
料　金

直接申込む
一般料金

生協組合員料金 一般料金

327,800円

5,500円

0円 6,050円

5,500円

359,800円

あわせて38,050円もおトク！
その他大学生協だけの特典がある自動車学校もあります。

追加
技能教習料

修了検定料

32,000円
おトク！

6,050円
おトク！

もし修了検定が
１回不合格だと…

さらに

※仮免許申請・交付手数料が別途かかります。
※大学生協では追加技能教習料が無料のプランもございます。

（
目
安
）

（
目
安
）

（
目
安
）
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お得で安心、大学生協料金

自動車学校と「教習スケジュール」を作って教習を進めるこのプラン。技能教習を優先予約できるので、自分の都合に
合わせた最短スケジュールで卒業できます。
※人数制限のある「定員制プラン」です。実施していない自動車学校もありますので、右の学校一覧表をご確認ください。

※春休みはかなり混雑します。入学までに免許取得を考えている方は早めにご相談ください。

学入学前から通うなら
「冬のマイスケジュールプラン」がオススメ!

追加技能教習料金が不要だから、とっても安心プラン
自分のスケジュールで優先的に技能教習を進めるプラン
カリキュラム通りに教習するから、短期で取れるプラン
追加技能教習料金が不要だから、とっても安心プラン
自分のスケジュールで優先的に技能教習を進めるプラン

春の特典プラン……………………
夏のマイスケジュールプラン ……
夏のスピードプラン ………………
秋の特典プラン……………………
冬のマイスケジュールプラン ……

下の学校一覧で★マーク
の自動車学校が「冬のマイ
スケジュールプラン」実施
校です。

※組合員料金には消費税が含まれています。※記載の組合員料金は、所持免許なしの方がAT免許を取得する場合の2022年3月31日入校までの料金です。
（冬のマイスケジュールプランは別料金）※技能教習で規定時間数（MT34時限・AT31時限）をオーバーした際には、追加料金が必要になります。詳しくはお
問い合わせください。※自動車学校卒業までにかかる費用…（基本教習費用（生協組合員料金）＋仮免許申請交付手数料＋追加別途料金※仮免許申請交付
手数料2850円内訳（仮免許試験受験手数料1700円、仮免許交付手数料1150円）※追加別途料金…技能教習規定時限オーバー時は追加料金が必要にな
ります。また自動車学校によっては原付講習料金、夜間教習追加料金、追加検定料金などがかかります。

春の特典
入校プラン

夏のマイスケジュール
プラン

夏のスピードプラン

秋の特典プラン

冬のマイスケジュール
プラン

冬のマイスケジュールプランをオススメするのは 今、通えない方は…

通常は、1回ずつ自分で予約する技能教習。しかし「乗りたい時に
予約がいっぱいで、長い時間キャンセル待ち」とか「乗れない時に
空いていて残念」なんてことも。冬のマイスケジュールプランでは、
「自分の都合に合わせて技能教習を優先予約できる」ので、キャン
セル待ちしなくてもいいし、乗れなくて残念、なんてことはありま
せん。

生協の料金は、入学～卒業までの基本的な費用が含まれています
のでとてもわかりやすくなっています。一般料金に比べて、とても
お得です。

技能教習を優先予約してスケジュールを組んだら、その通りに教
習をおこなうだけ。短期で卒業したい人は‘短期卒業できる’よう
にスケジューリングすればいいし、自分の都合を優先したい人は
‘空き時間を活用する’ようにスケジューリング。自分の都合に合
わせた最短スケジュールを組んでください。

http://www.univcoop-
tokai.jp/fresh/auto.html

優先予約で短期で
卒業OK!!

生協では、年間さまざまな通学制プランをご用意。「短期で取れる」「追
加技能教習科は不要」など、生協ならではの特典付き。今から、入学後の
予定を入れておきましょう。

おすすめ

この冬【免許取得】を考えている方へ

計画的に
短期集中

大学生協はお得な組合員割引があります
※パンフレット記載の生協組合員料金は割引後の金額です。

生協で取得

通学制【季節別】プラン 普通車免許

12／1 ▲    3／312022年 2023年 この期間に入校してください

▼入校日限定

▼

マイペースで通える!

効率よく通える!

入校手続きの前に
必ず読んでください。
入校手続きの前に
必ず読んでください。

2022年度版 

大学生協HP
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1,800

自動車学校に直接申込むと、大学生協の料金は適用され
ず、一般料金での申し込みになってしまいます。大学生
協の料金は、免許取得に必要な基本的な費用をパックし
たお得な料金。お申し込みには、自動車学校に直接申し
込まずに大学生協店舗までお願いします。

みきわめは技能教習の1段階と2段階のそれぞ
れの最終時限に行います。1段階のみきわめは1
段階の内容全般について、2段階のみきわめは、
技能教習の内容全般についての確認をします。

大丈夫です。自動車学校にキチンと通えば、簡単に取れる資格です。
運動神経がニブイとか、機械にヨワイとか関係ありませんよ。

各自動車学校とも「新型コロナウイルス感染症」に対する
対策は行っています。但し、入校2週間前程度の体調管理
などお申込みの際にご協力頂いています。入校時に体調が
すぐれない方は、入校日の変更をご検討ください。

新型コロナウイルスが心配です

10

指定自動車学校を卒業された方
試験場学科試験に必要なもの
●卒業証明書及び仮免許証
　卒業証明書は自動車学校卒業時に発行されます。
　有効期限は、検定合格の日から起算して１年以内となっています。

●住民票または運転免許証
　住民票※他種免許のない方／本籍地記載・発行日6ヶ月以内
　免許証※原付・自動二輪など他種免許をお持ちの方
　IC免許証の場合：IC免許証＋住民票（本籍地記載・発行日6ヶ月
以内）必要

●本人確認事項
　個人番号カード、健康保険証、運転免許証など、ご本人であること
を確認できる書類

●免許申請用写真（１枚）
　縦30mm×横24mmで、６ヶ月以内に撮影した無背景のもの（ス
ピード写真可）

●受験及び免許交付手数料（2021年12月28日現在）
　普通免許3,800円

●運転免許申請書
　運転免許試験場窓口にありますので、必要事項を記入の上、提出
してください。
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