
※ 詳細は各教習所へお尋ねください。 令和５年１月１日現在

1 池上自動車教習所 03-5737-7711 大田区大森南5-5-5 ペーパードライバー教習 実車指導 ２時限セット ￥19,910（税込）

2 ラヴィドライビングスクール蒲田 03-3733-2611 大田区西六郷1-3-15 リフレッシュドライバー講習
実車技能運転チェック

座学など
２時限

閑散期￥17,600（税込）

繁忙期￥19,800（税込）

3 コヤマドライビングスクール成城 03－3415-2191 世田谷区岡本3-40-2 ペーパードライバー教習 一般ペーパードライバー教習と同様の内容 ４時限セット ￥39,600（税込) 繁忙期については実施できない期間があります。

4 コヤマドライビングスクール二子玉川 03-3709-2551 世田谷区玉川3-43-1 ペーパードライバー教習
実車指導（４時限・８時限）

苦手種目１時限ごと
４時限・８時限

４時限￥39,600（税込）

８時限￥55,000（税込）

5 世田谷自動車学校 03-3302-3142 世田谷区粕谷1-14-14 認定教習・ペーパードライバーコース 実車指導 ２時間セット ￥17,600（税込）
現在休止中。

再開はホームページで確認してください。

6 杉並自動車学校 03-3335-2222 杉並区宮前5-15-1 ペーパードライバー教習 実車指導 ４時限 ￥35,200（税込）
現在休止中。

再開はホームページで確認してください。

7 豊島自動車練習所 03-3971-6262 豊島区東池袋3-17-1 ペーパードライバー教習 実車指導 １時限ごと
１時限￥7,000（税込）

入所金なし

8 北豊島園自動車学校 http://www.kitatoshimaen.co.jp 03-3990-1176 練馬区春日町4-37-24 高齢者ペーパードライバー教習 実車指導 ２時限 ￥37,400（税込）

9 コヤマドライビングスクール石神井 03-3996-0671 練馬区谷原1-4-4 ペーパードライバー教習 実車指導 ４時限セット ￥39,600（税込）

10 足立自動車学校  03-3884-0501 足立区東六月町3-1 ペーパードライバー教習 実車指導 ４時限 ￥29,480（税込）

11 竹の塚モータースクール 03-3858-6666 足立区竹の塚7-12-1 高齢者ドライバー教習
一般のペーパードライバー教習と同様の内容１時限ごと。

希望者は最初に運転チェック判定１時限を実施
１時限ごと

入校料￥5,500(税込)

１時限￥5,500（税込）
１月～３月は受入れ不可。

12 金町自動車教習所 http://www.kanamachi.co.jp 03-3607-5101 葛飾区東金町1-10-8 ペーパードライバー教習 実車指導（本人苦手種目） ３時限セット

繁忙期￥48,400（税込）

通常期　￥26,400（税込）

１時限追加￥4,620（税込）

13 京成ドライビングスクール http://www.keisei-ds.co.jp 03-3657-3181 葛飾区高砂5-54-10 出張ペーパードライバー講習 実車指導
２時間・５時間

・10時間・20時間

出張先・時間数により

￥29,700（税込）～￥495,000（税込）

14 新小岩自動車学校 http://www.shinkoiwa-ds.co.jp/ 03-3694-2511 葛飾区奥戸4-2-1 ペーパードライバー教習
実車指導　１時限目(コース)

２時限目(コース又は路上実車)
２時限セット ￥12,760（税込）

15 平和橋自動車教習所 03-3694-1011 葛飾区東立石1-3-16 シニアチェック
１時限目（座学　所内実技）

２時限目（実技　講評）
２時限 ￥12,650（税込）

16 今井自動車教習所 03-3670-1401 江戸川区瑞江4-43-15 ペーパードライバー教習 実車指導

３時限セット

６時限セット

１０時限セット

１時限あたり

￥6,820(税込)

17 トヨタドライビングスクール東京 http://www.toyota-dst.co.jp/ 042-526-3551 立川市羽衣町1-3-4 ペーパードライバー教習
２時限コース　４時限コース

追加教習可能

18 武蔵境自動車教習所 0422-51-7381 武蔵野市境2-6-43
ＴＯＫＹＯ

 ドライブ・トレーニング
２時間セット ２時間セット

１時間￥5,500（税込）

入所金なし
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰを使用した安全講習

その他

２時限ｺｰｽ　ﾚｷﾞｭﾗｰｼｰｽﾞﾝ￥18,700（税込）　ﾊｲｼｰｽﾞﾝ￥22,000（税込）

４時限ｺｰｽ　ﾚｷﾞｭﾗｰｼｰｽﾞﾝ￥35,200（税込）　ﾊｲｼｰｽﾞﾝ￥41,800（税込）

延長１時限　ﾚｷﾞｭﾗｰｼｰｽﾞﾝ￥8,800（税込）　ﾊｲｼｰｽﾞﾝ￥10,450（税込）

　　　　　　　　協賛教習所一覧表

№ 教習所名 HPアドレス
教習所の希望により掲載

電話番号 所在地 教習カリキュラム名 教習内容 教習時間 教習料金
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その他№ 教習所名 HPアドレス
教習所の希望により掲載

電話番号 所在地 教習カリキュラム名 教習内容 教習時間 教習料金

19 府中自動車教習所 042-362-2470 府中市若松町1-4-1 ペーパードライバー教習 一般のペーパードライバー教習と同様に１時限で実施 １時限ごと
入所料￥11,000(税込)

教習料￥4,400（税込）

20 調布自動車学校 042-485-3311 調布市菊野台1-34-1 ペーパードライバー教習 実車指導 ２時限 ￥16,500（税込）

21 尾久自動車学校 042-232-2181 小金井市東町3-17-19
高齢ドライバー

Level up Training（任意）
一般道路・高速道路含む

１時限～２時限コース

（本人の希望による）

￥6,000×時限数＋税

入学金無料

キックダウン、急発進、急ブレーキ

（所内教習）

22 小金井自動車学校 042-381-0150 小金井市中町4-3-15 ペーパードライバー教習 本人の希望する練習 １時限ごと

１時限￥6,600（税込）

５時限￥30,250（税込）

入所金なし

23 むさし小金井自動車教習所 http://www.musako.co.jp 042-381-3321 小金井市緑町1-3-26 ペーパードライバー教習 実車指導 １時限ごと
入所金￥11,000(税込)

１時限￥4,400(税込)

24 新東京自動車教習所
http://www.mitsuya-

r.com/shintokyo/index.html 042-342-4111 小平市小川町1-2364 高齢者ドライバー任意教習 実車指導 １時限ごと １時限￥4,400(税込)

25 飛鳥ドライビングカレッジ日野 http://www.aska-dnet.com 042-581-2721 日野市旭が丘1-1-2
自由教習

（認定講習以外の教習）

実車指導

要望により１時限追加
１時限

１時限￥8,250（税込）

３時限以上で１時限￥7,700（税込）

縦列駐車、方向転換、アクセル・ブレーキの

踏み間違い等の内容

26 マジオドライバーズスクール多摩校 042-591-5345 日野市百草188 ペーパードライバー教習 本人の希望で時限調整可 １時限ごと
初回事務手数料￥1,650（税込）

１時限￥4,950（税込）

27 コヤマドライビングスクール秋津 042-396-7070 東村山市秋津町3-15-18 ペーパードライバー教習 実車指導（本人希望種目） ４時限セット ￥39,600(税込）

28 拝島自動車教習所 042-551-2851 福生市熊川1495 臨時高齢者教習 本人の苦手種目の練習 １時限ごと ￥6,600(税込)

29 和泉自動車練習所 03-3489-4151 狛江市猪方4-8-11 ペーパードライバー教習
実車指導

所内２時限　路上３時限
５時限セット ￥45,100(税込)

基本的に既存のペーパードライバー教習で対応。

可能な範囲で高齢者向けの内容。

30 東久留米自動車教習所 042-471-2915 東久留米市本町1-16-45 ペーパードライバー教習 実車指導 50分単位
入所料金￥11,000(税込)

技能練習料(50分)￥6,600(税込)

１１月～３月は受入れ不可。

期間は変動する場合があります。

31 東急自動車学校 http://www.109n.jp/ 042-372-0109 多摩市唐木田3-6 ペーパードライバー教習 実車指導
２時限コース

（所内と路上）

入学金￥16,200(税込)

教習料金￥13,200(税込)

32 西多摩自動車学校 http://www.nds-ds.com/ 042-554-1943 羽村市羽4150 ペーパードライバー教習 本人の苦手な運転及び知識の向上 １時限ごと

入所金￥8,000(税込)

技能１時限￥6,000(税込)

学科（制限なし）無料

繁忙期については実施できない期間があります。

33 伊豆大島自動車学校 04992-2-3240 大島町元町字北の山222 ペーパードライバー教習 実車指導 １時限 １時限￥5,500(税込) 2月、3月、8月、9月は受入れ不可。

34 東京センチュリーモータースクール 04992-4-1521 大島町差木地字フナギ651 ペーパードライバー教習 実車指導 ２時限セット ￥68,480（税込） 2月、3月、7月、8月、9月は受入れ不可。

35 町田ドライヴィングスクール http://www.m-ds.jp 042-723-2480 町田市南大谷1-55 ペーパードライバー教習 一般のペーパードライバー教習と同様 ５時間セット ￥47,300(税込)

36 北足立自動車教習所 03-3899-1185 足立区入谷8-7-32 ペーパードライバー教習 実車指導 ５時限セット
入所料金と技能５時限セット

￥35,200(税込)
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