
〒465-0064 愛知県名古屋市名東区大針三丁目100番地

ht tps ://w w w.higashiyama- ds . jp/

TEL.052-701-1151

［月～金曜日］ 9:40～20：30  ［土曜日］ 9:40～17：25  ［日・祝日］ 休み

● 星ヶ丘より市バスご利用の方

● 本郷より市バスご利用の方

● 平針より市バスご利用の方

● 名鉄バスご利用の方

● 名鉄バスセンターより

無料スクールバス

公 共 交 通 機 関

予約制の無料スクールバスで送迎しています。

東山自動車学校

A C C E S S

予約制の無料スクールバス
バス停のチェックはこちら

星ヶ丘バスターミナルより「幹星丘
1」梅森荘行、または「幹星丘1」循環
「右回り」「左回り」をご利用くださ
い。（梅森坂口下車）

地下鉄本郷駅より、市バス「幹本郷
1」地下鉄平針行をご利用ください。
（梅森坂口下車）

地下鉄平針駅より、市バス「幹本郷
1」本郷行をご利用ください。
（梅森坂口下車）

星ヶ丘より
五色園行・長久手車庫行・岩根行・北
高上行・藤が丘行をご利用ください。
（梅森坂口下車）

愛知学院大学行（牧の原→勢子坊
→極楽経由）をご利用ください。
（梅森坂口下車）

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

愛知学院大学

県立芸術大学

愛知淑徳大学

椙山女学園大学

名古屋大学

中京大学 名城大学

椙山女学園大学
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仮申込みをしてから入校を
すれば、今なら「Starbucks 
Card 1,000円分」を
プレゼントしています！

仮申込み特典CHE
CK

CHE
CK

CHE
CK

01
POINT

担当制だからしっかり教えてもらえる！

02
POINT

ママさんも安心して教習に集中できる！

03
POINT

無料のスクールバスでラクラク通える！

マンツーマンだから、担当指導員が免許取得まで全力で
サポートします！お客様一人ひとりをしっかり的確に把
握して、教習効率が上がります。

お子様がいらっしゃる方も安心して教習を受けていただ
けるよう、無料の託児室を完備しております。子育て中
のお母さんも心置きなく教習に集中していただけます。

高校生・大学生などの学生のみなさま、会社員、主婦など、
幅広い方々が快適に安全に自動車学校へ通えるよう予
約制の無料スクールバスをご利用いただけます。

スタンダードプラン STANDARD PLAN

スケジュールプラン SCHEDULE PLAN

※総額は、「ペア割引」または「家族割引」、「学生割引」が該当した場合の割引額です。
※所持免許（原付・二輪）なしの方の料金です。所持免許ありの方の料金はホームページをご覧ください。
※ご入校される方が学生の場合は「学生割引」、お二人以上で同時にご入校される場合は「ペア割引」またはご両親・ご兄弟・ご姉妹
の方が当校に在籍中もしくは卒業生の場合は「家族割引」を適用させていただきます。
※「ペア割引」と「家族割引」の併用はできません。
※非課税証紙代(仮運転免許申請料1,700円、仮運転免許交付手数料1,150円、運転免許申請料1,750円)は別途必要になります。
※教習料金は予告なく変更になる場合がございます。
※最新の料金はWebページにてご確認ください。

基本の通常料金プランです。

卒業までを事前にスケジューリングするオーダーメイドプランです。

自分のペースで通いたい方におすすめ、基本となる
通常の料金プランです。マニュアル車教習とオート
マチック車教習の2パターンをご用意しています。

混雑する時期や時間帯を避けて、平日
の昼間の時間帯に通学可能な方など、
比較的時間に余裕のある方にオススメ
のプランになります。

とにかくスピーディーに卒業したい方向けの集中プランです。

夏休みや春休みなどの長期休みを利
用して、短期的に集中して教習を行
い、早く免許を取得したい方にオスス
メのプランになります。

内容／車種

総 額

本体価格

学割

ペア割 or  家族割

普通車AT（オートマチック車） 普通車MT（マニュアル車）

310,000円（税込）

330,000円（税込）

10,000円 割引

10,000円 割引

345,000円（税込）

10,000円 割引

10,000円 割引

325,000円（税込）

短期集中スピードプラン SPEED PLAN

入校式から免許取得までの
流れはホームページを
ご覧ください。

INFORMATION

詳しい内容や料金などは
ホームページを
ご覧ください。

INFORMATION

まずは仮申し込み！

まずはホームページから仮申込みSTEP 1

東山自動車学校で入校手続き！
入校手続き当日、当校の受付まで
お越しください。

1H

所要時間
1時間程度

ワク
ワク♪

STEP 2

いよいよ、入校式！
運転適性検査、教習の進め方、
学科教習1を受講します。
※短期集中スピードプラン・スケジュール
プランは、入校式当日にあらかじめ作成
したスケジュールをお渡しいたします。

よろしくお願いします！

STEP 3

入校手続き受付時間

［月～金］ 9：30～19：00  ［土］ 9：30～16：00
日・祝日 休校

入校式

毎週水曜日／午後4：15～午後6：30
毎週土曜日／午後3：15～午後5：25

東山自
動車学校のおすすめポイント 料金プラン 資料請求

から入校までの流れ

1週間以上経過してもメールが届かない場合は、入力頂いたメールアドレス
が間違っているか、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がござ
います。また、ドメイン指定をされている場合は、info@higashiyama-ds.jp 
からのメールが受信できるように設定の上再度お申込みください。

当サイトから仮申込みができますので、
気軽にお申し込みください。
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●学生割引 

   10,000円

●ペア割引 

   10,000円

●家族割引 

   10,000円

原付 325,820円（税込） 340,820円（税込）

自動二輪 241,390円（税込） 256,390円（税込）

仮免許 230,270円（税込） 228,770円（税込）

仮免許 
＋自動二輪 180,160円（税込） 178,660円（税込）

大特 
限定あり 261,370円（税込） 276,370円（税込）

大特 
限定なし 217,370円（税込） 232,370円（税込）
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