
◆当校の特徴( Feature)◆

TEL : 045(391)1341二俣川自動車学校 
詳しくは裏面をご覧ください！

運転免許センターでの「合格」を目標にした徹底指導。
試験コースを指導員同乗で教習できます。

Lesson on the test course with our instructor is 
available.(one‐to‐one）

徹 底 指 導

(Perfect instruction to
   pass the driving test)

当校独自のシステムで圧倒的に安い費用と短期間での免許取得を
サポートします。教習は1時限（50分）のみでもＯＫです。
教習時限数は必要に応じて自由に決められます。

Our system will save your time and money. 
You can decide your lesson hours as you like.

短期･格安

(Short term Low price)

英語で教習ができます。日本語があまり得意でないという方には
英語で試験のポイントをご説明いたします。
※日本語が全く理解できない方の教習はできません。
Lesson in English is available. Our instructors explain
important points of the driving test in English words.
( We do not accept a person who cannnot understand Japanese at all.)

英 語 教 習

(English lesson
     …Available!)

平均費用 １～３万円前後

Average
 　　expense

平均教習日数

\10,000
　　～\30,000

１～５日

Average
 lesson days １～５days

外国免許切替
外国で取得した免許を日本の免許に切り替える方のコースです

FOREIGN DRIVER’S LICENSE EXCHANGE

外国で免許を取得後、その国に滞在していた期間が３ヶ月以上であることです。

You stayed in the issuance country for more than 3 months after 
the license issue.

条件
Requirement

Foreign Driver’s License → Japanese Driver’s License



TEL:045(391)1341

最新情報はホームページをご覧下さい

二俣川自動車学校 検 索
神奈川県公安委員会特定届出校

〒241-0815 横浜市旭区中尾2-2-15

●普通自動車教習時間(年中無休)

早朝の部

午前の部

午後の部

夜間の部

1時限

11時限

10時限

9時限

8時限

7時限

6時限

5時限

4時限

3時限

2時限

7:30　～ 　8:20

14:00　～　14:50

12:00　～　12:50

11:00　～　11:50

10:00　～　10:50

9:00　～ 　9:50

19:10　～　20:00

18:10　～　19:00

17:10　～　18:00

16:00　～　16:50

15:00　～　15:50

月・木

火・金

毎日

●当校案内地図

交通…相鉄線にて二俣川駅北口下車徒歩7分

まずは、運転免許センターで日本の免許に切り替えることができるかどうか
確認してね！
Please confirm whether you can exchange your foreign driver’s license
to the Japanese one at the driver’s license office first.

外国審査料金表 (消費税込）　Lesson Fee

①外国の免許証

②日本語による外国免許証の翻訳
　文(外国免許証の発給国大使館
　及び領事館、または日本自動車
　連盟(J.A.F.)発行のものに限る)

③パスポート

④本籍・国籍記載のある住民票の写し

⑤在留カードまたは特別永住者証明書

⑥写真１枚(3×2.4cm)

⑦手数料

⑧日本の免許を所持している方は
　有効の有無にかかわらず、
　その免許証

⑨国際免許証（お持ちの方）

①申請書の作成…記入及び写真
　と手数料証紙の添付

②適性試験…視力、聴力、運動
　能力等の検査

③知識の確認…○×式で１０問、
　正解７問以上が合格

運転免許センターでの手続き

第１日目 運転免許証の申請及び知識の確認(学科試験)

１.書類審査（用意するもの）

２.書類審査合格後

第２日目 実技の確認(技能試験)

書類審査
合　格

不合格

技能試験に向けて
　　当校でバッチリ練習しましょう!
日本の免許を最初から取得することになります
当校独自のシステムで「早く・安く」免許取得できます!

運転免許
 センター 二俣川自動車学校事務所
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ドン・キホーテ文 運転試験場入口
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至横浜

事務所⇔コースの送迎有り

学科講習
トップ教室

がんセンター

ライトセンター

セブンイレブン

外国審査料金表 <消費税込> 2021.11

●教習料金振込先

　三菱UFJ銀行　　二俣川支店 普通預金　　４３３４０８３　　　㈱ 二俣川自動車学校

※ 外国審査の場合、路上試験はありません。

※ 試験のコース表も別途販売しております。

※ 試験場教習費用には、試験場使用料が
   含まれています。入 校 金

School registration
校 内 (１時限／５０分  )

at school course

試 験 場
at test course in the
driver’s license office

￥９,６００ ／５０ ｍｉｎ￥５,７００ ／５０ ｍｉｎ￥５,５００ 

●その他の教習案内

普通一種 自動二輪 普通二種 失効／取消

企業運転研修 高齢者講習ペーパードライバー準中型・中型・大型
大特・けん引
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