
教習料金のお支払いはなるべくお振込みにてお願いいたします。
●　ご入校時の密をなるべく避けるためにご協力をお願いしております。

金融機関名 鹿児島銀行 支店名

口座種別 口座番号

口座名義人

フリガナ

電話番号

隼人南支店

普通預金

(株）隼人自動車学校

３１８９
左詰めでご記入ください。

カ ）ハ ヤ ト シ ゛ ト ゛ ウ シ ヤ カ ゛ ツ コ ウ

０１８５

０９９５ - ４２ - ６１１１

銀行コード ４４２支店番号

お振込み先

お振込み先

銀行コード ０１８５ 支店番号 ４４２

金融機関名 鹿児島銀行 支店名 隼人南支店

口座種別 普通預金 口座番号 ３１８９

フリガナ カ ）ハ ヤ ト シ ゛ ト ゛ ウ シ ヤ カ ゛ ツ コ ウ

口座名義人 (株）隼人自動車学校
電話番号 ０９９５ - ４２ - ６１１１

☆現金以外のお支払いについて

ローン
　入校日前日までに、当校窓口まで直接お越しいただき、弊社指定の信販会社でのローンのお申し込みをお願いいたします。
　お申込者様が高校生の場合は、申込用紙の親権者同意書欄に親権者様直筆にてご記入いただく箇所がございます、お申込み
の際は親権者様とご同行いただくか、ローン用紙をご自宅にてご記入いただき、弊社窓口までご提出願います。
　ご入校はローン審査結果の確認後の入校日のお取り扱いとなりますので、予めご了承ください。

クレジット
　入校日前日までに、当校窓口まで直接お越しいただき、カードのご提示をお願いいたします。
　弊社でお取り扱いいただけるカードは以下の通りです。

ＮＣ ＮＩＣＯＳ ＯＭＣ ＪＣＢ（一括のみ） 楽天カード ＶＩＳＡ ポケットカード Pay どん（アプリが必要となります。）

銀行振込

　入校日前日までに下記“お振込み先”まで、ご入校者ご本人名義でのお振り込みをお願いいたします。
　また、お振り込みの際に発生いたします振込手数料は申し訳ございませんがお客様ご自身にてご負担願います。
　お振り込みいただきました金額が実際に入校される車種の教習料金に満たなかった場合は、入校日以降１段階修了時までに
　残金の清算をお願いいたします。
　また、逆に過入金があった場合には、その差額は卒業時に現金にてご入校者様のお手元にお返しいたします。

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820
213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

高専生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

286,730 360,210303,230 185,990 153,650
227,440 243,940 300,920 - -

- - 148,510 125,920 93,580

大学生

その他学生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

291,730 308,230 365,210 185,990 153,650
232,440 248,940 305,920 - -

- - 153,510 125,920 93,580

ご職業
現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

お振込みの目安となる料金

　上記料金は学割込みの特別料金となります、他の割引とは共用できませんので、お間違えの無いようご注意願います。
　また、本校にていずれかの免許で卒業されて６ヶ月以内もしくは１年以内の方であれば、お得な同時入校割引を受けられま
すので、その場合には同時入校割引のご利用をお勧めいたします。
　高校生特別料金につきましては、各検定時に検定料金が別途発生いたします。
　高専生の方は高校生特別料金はご利用になれません、また、高校生であっても専門課程などにより、４年生以上の方も高校
生特別料金をご利用いただけませんので予めご了承ください。
　仮免学科試験・仮免許証申請手数料は別途手数料が発生いたします。
　教習料金などご不明な点、詳細につきましては、窓口までお気軽にお電話などにてお問い合わせください。

０１２０-４２-０６１１

http://www.hayato-ds.co.jp/entry.html
　こちらのＱＲコードからネットでの入校申し込みを行えます。
　予めご登録いただければ、ご入校時にお客様のお手間を掛け
ず、受付での混雑を避けられます。
　ご希望の指導員、ご紹介者様がいらっしゃる場合には、備考
欄にご入力ください。
　ご入力いただいた入校日には、都合によりご希望に添えない
場合がございます。

パンフレットに同封されております入校申込書に予めご記入をお願いいたし
ております。

高校生の方の写真は無料でお撮りしております。
●　お持ち込みいただいた写真が指定のサイズと異なる、サイズに満たないなどの事例が多々発生しております。
　写真はなるべくお持ち込みにならず、弊社での撮影をお願いいたします。
　（こちらでお撮りした写真は免許証には反映いたしません。）

●　申込書の太い黒枠内の“入校車種・氏名・性別・生年月日・本籍・住所・連絡先・学校名”と現在免許をお持
　ちの方はその内容をご記入ください。
●　申込書の太い赤枠内の“事前調査項目”も予めご記入ください。

ご入校時はお客様同士の密を避けるため、なるべく少人数でお越しください
ますようお願いいたしております。

普通免許・準中型免許の取得をご希望の方、もしくは自動二輪免許の取得を
希望される方で原付免許など他の運転免許証をお持ちでない方は、必ずご入
校前に予め本籍記載の住民票の取得をお願いいたします。

●　普通免許・準中型免許取得希望の方は、取得された住民票通りにご記入ください。
●　自動二輪免許取得希望の方で、他の運転免許証をお持ちの方はその免許証通りに、お持ちでない方は取得され
　た住民票通りに記入してください。

●　当校へお越しの際にご家族の同伴を希望される方は、申し訳ございませんが同伴
　者お一人様まででお願いいたします。

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820

213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

大学生

その他学生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

291,730 308,230 365,210 185,990 153,650

232,440 248,940 305,920 - -

- - 153,510 125,920 93,580

ご職業 現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

お振込みの目安となる料金

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820

213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

お振込みの目安となる料金

ご職業
現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

●　普通免許・準中型免許取得希望の方は、他の運転免許証の有無に関らず、必ず本籍記載の住民票が必要となり
　ます。
●　自動二輪免許取得希望の方で、原付免許など他の運転免許証をお持ちの方は住民票は必要ございません。
●　住民票を取得される際は、ご入校者様本人分のみの本籍記載のものでマイナンバーが記載されていないものを
　お選び下さいますようお願いいたします。

（お振込み先は裏面をご覧ください。）

パンフレット同封の親権者同意書の提出をお願いいたします。
●　パンフレットに同封しております親権者同意書は、あらかじめ記載内容をよくお読みになり、ご同意いただけ
　ましたら裏面をご参照していただき、ご本人様・親権者様が直接、記入・捺印のうえ、なるべくご入校時、窓口
　にて入校申込書と一緒にご提出くださいますようお願いいたします。
　　（親権者同意書は、高校生をはじめとする未成年者・学生の方には必ずご提出いただいております。）

　（現在お持ちの免許証と住民票との間で、氏名住所など記載内容が異なる方は、免許証・住民票いずれかを変更し差異の無いようお願いいたします。）



教習料金のお支払いはなるべくお振込みにてお願いいたします。
●　ご入校時の密をなるべく避けるためにご協力をお願いしております。

金融機関名 鹿児島銀行 支店名

口座種別 口座番号

口座名義人

フリガナ

電話番号

隼人南支店

普通預金

(株）隼人自動車学校

３１８９
左詰めでご記入ください。

カ ）ハ ヤ ト シ ゛ ト ゛ ウ シ ヤ カ ゛ ツ コ ウ

０１８５

０９９５ - ４２ - ６１１１

銀行コード ４４２支店番号

お振込み先

お振込み先

銀行コード ０１８５ 支店番号 ４４２

金融機関名 鹿児島銀行 支店名 隼人南支店

口座種別 普通預金 口座番号 ３１８９

フリガナ カ ）ハ ヤ ト シ ゛ ト ゛ ウ シ ヤ カ ゛ ツ コ ウ

口座名義人 (株）隼人自動車学校
電話番号 ０９９５ - ４２ - ６１１１

☆現金以外のお支払いについて

ローン
　入校日前日までに、当校窓口まで直接お越しいただき、弊社指定の信販会社でのローンのお申し込みをお願いいたします。
　お申込者様が高校生の場合は、申込用紙の親権者同意書欄に親権者様直筆にてご記入いただく箇所がございます、お申込み
の際は親権者様とご同行いただくか、ローン用紙をご自宅にてご記入いただき、弊社窓口までご提出願います。
　ご入校はローン審査結果の確認後の入校日のお取り扱いとなりますので、予めご了承ください。

クレジット
　入校日前日までに、当校窓口まで直接お越しいただき、カードのご提示をお願いいたします。
　弊社でお取り扱いいただけるカードは以下の通りです。

ＮＣ ＮＩＣＯＳ ＯＭＣ ＪＣＢ（一括のみ） 楽天カード ＶＩＳＡ ポケットカード Pay どん（アプリが必要となります。）

銀行振込

　入校日前日までに下記“お振込み先”まで、ご入校者ご本人名義でのお振り込みをお願いいたします。
　また、お振り込みの際に発生いたします振込手数料は申し訳ございませんがお客様ご自身にてご負担願います。
　お振り込みいただきました金額が実際に入校される車種の教習料金に満たなかった場合は、入校日以降１段階修了時までに
　残金の清算をお願いいたします。
　また、逆に過入金があった場合には、その差額は卒業時に現金にてご入校者様のお手元にお返しいたします。

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820
213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

高専生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

286,730 360,210303,230 185,990 153,650
227,440 243,940 300,920 - -

- - 148,510 125,920 93,580

大学生

その他学生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

291,730 308,230 365,210 185,990 153,650
232,440 248,940 305,920 - -

- - 153,510 125,920 93,580

ご職業
現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

お振込みの目安となる料金

　上記料金は学割込みの特別料金となります、他の割引とは共用できませんので、お間違えの無いようご注意願います。
　また、本校にていずれかの免許で卒業されて６ヶ月以内もしくは１年以内の方であれば、お得な同時入校割引を受けられま
すので、その場合には同時入校割引のご利用をお勧めいたします。
　高校生特別料金につきましては、各検定時に検定料金が別途発生いたします。
　高専生の方は高校生特別料金はご利用になれません、また、高校生であっても専門課程などにより、４年生以上の方も高校
生特別料金をご利用いただけませんので予めご了承ください。
　仮免学科試験・仮免許証申請手数料は別途手数料が発生いたします。
　教習料金などご不明な点、詳細につきましては、窓口までお気軽にお電話などにてお問い合わせください。

０１２０-４２-０６１１

http://www.hayato-ds.co.jp/entry.html
　こちらのＱＲコードからネットでの入校申し込みを行えます。
　予めご登録いただければ、ご入校時にお客様のお手間を掛け
ず、受付での混雑を避けられます。
　ご希望の指導員、ご紹介者様がいらっしゃる場合には、備考
欄にご入力ください。
　ご入力いただいた入校日には、都合によりご希望に添えない
場合がございます。

パンフレットに同封されております入校申込書に予めご記入をお願いいたし
ております。

高校生の方の写真は無料でお撮りしております。
●　お持ち込みいただいた写真が指定のサイズと異なる、サイズに満たないなどの事例が多々発生しております。
　写真はなるべくお持ち込みにならず、弊社での撮影をお願いいたします。
　（こちらでお撮りした写真は免許証には反映いたしません。）

●　申込書の太い黒枠内の“入校車種・氏名・性別・生年月日・本籍・住所・連絡先・学校名”と現在免許をお持
　ちの方はその内容をご記入ください。
●　申込書の太い赤枠内の“事前調査項目”も予めご記入ください。

ご入校時はお客様同士の密を避けるため、なるべく少人数でお越しください
ますようお願いいたしております。

普通免許・準中型免許の取得をご希望の方、もしくは自動二輪免許の取得を
希望される方で原付免許など他の運転免許証をお持ちでない方は、必ずご入
校前に予め本籍記載の住民票の取得をお願いいたします。

●　普通免許・準中型免許取得希望の方は、取得された住民票通りにご記入ください。
●　自動二輪免許取得希望の方で、他の運転免許証をお持ちの方はその免許証通りに、お持ちでない方は取得され
　た住民票通りに記入してください。

●　当校へお越しの際にご家族の同伴を希望される方は、申し訳ございませんが同伴
　者お一人様まででお願いいたします。

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820

213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

大学生

その他学生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

291,730 308,230 365,210 185,990 153,650

232,440 248,940 305,920 - -

- - 153,510 125,920 93,580

ご職業 現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

お振込みの目安となる料金

高校生

免許なし・原付

自動二輪

普通ＭＴ免許

272,480 288,980 345,960 179,160 146,820

213,960 230,460 287,440 - -

- - 147,080 120,420 87,310

お振込みの目安となる料金

ご職業
現在お持ちの
運転免許証

取得したい免許

普通ＡＴ免許 普通ＭＴ免許 準中型車免許 普通二輪免許 普通二輪免許
小型限定

●　普通免許・準中型免許取得希望の方は、他の運転免許証の有無に関らず、必ず本籍記載の住民票が必要となり
　ます。
●　自動二輪免許取得希望の方で、原付免許など他の運転免許証をお持ちの方は住民票は必要ございません。
●　住民票を取得される際は、ご入校者様本人分のみの本籍記載のものでマイナンバーが記載されていないものを
　お選び下さいますようお願いいたします。

（お振込み先は裏面をご覧ください。）

パンフレット同封の親権者同意書の提出をお願いいたします。
●　パンフレットに同封しております親権者同意書は、あらかじめ記載内容をよくお読みになり、ご同意いただけ
　ましたら裏面をご参照していただき、ご本人様・親権者様が直接、記入・捺印のうえ、なるべくご入校時、窓口
　にて入校申込書と一緒にご提出くださいますようお願いいたします。
　　（親権者同意書は、高校生をはじめとする未成年者・学生の方には必ずご提出いただいております。）

　（現在お持ちの免許証と住民票との間で、氏名住所など記載内容が異なる方は、免許証・住民票いずれかを変更し差異の無いようお願いいたします。）


