
tel.093-481-1111

3,000円の
Quoカード引換券

〒800-0112 北九州市門司区畑120

アイルモータースクール門司 www.ill-ms.com/moji
スマートフォン対応!!

福岡県公安委員会指定  自動車学校

※その他ご相談承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。

普通、大型、中型、準中型、大型特殊、けん引、大型二輪、普通二輪、小型二輪、大型二種、原付講習、
フォークリフト講習、ペーパードライバー講習、高齢者講習、企業講習、エコドライブ講習、
初心者運転講習、取得時講習、国土交通省適性診断、交通安全教室

※資料は郵送も可能です。詳細はお問い合わせください。
※高速教習は原則実車で行います。
※途中退校の場合当社規定により対応させていただきます。

今回、普通車の各種プランでご入校の際は
こちらのチラシをご持参下さい。

ご入校時に「Quoカード3,000円分」を
プレゼントいたします。

【Quoカード引換 有効期限】
2017年8月5日（土）～2017年9月30日（土）
※普通車各種プランで入校された方限定

平日は21：00まで教習可能
年中無休 ※年末年始・8月13日（関門海峡花火大会）を除く
女性指導員10名在籍 ※38名中10名（26％）
女性専用休憩室がある
好きな指導員を選べる ※指名制度有り
全スタッフがサービス・マナー研修受講済
土曜・日曜も検定実施
お仕事や学校に通いながらも卒業できるプラン等あり
毎月お楽しみのイベントあり！
お子様がいらっしゃる方にも安心の託児所あり
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アル記念!!
スピードプラン・ツインプランで入校された方限定

詳細は裏面へ

昼食サービス!!

真夏の

Campaign
2017年8月5日（土）～9月30日（土）



レギュラー料金

273,000円
（税込294,840円）

※仮免許申請料は仮免学科試験受験手数料1,700円（非課税）と、仮免許証交付手数料1,100円（非課税）です。
※技能予約のキャンセルは1回につき、前日までは無料、当日の連絡キャンセルは1,000円（税込1,080円）、無断キャンセルの場合は2,500円（税込2,700円）が必要となります。

・延長教習料金
・補修教習料金

（1時限）
（1時限）

【普通車】 5,000円（税込5,400円）

【普通車】 5,000円（税込5,400円）
・修了検定再受検料
・卒業検定再受検料
・仮免学科再受験料

（1回）
（1回）
（1回）

【普通車】 5,000円（税込5,400円）

【普通車】 5,000円（税込5,400円）

【普通車】 1,700円（非課税）

基本料金 （税抜）

275,800円
（税込297,640円）

支払総額 （税抜）

2,800円
（非課税）

仮免許申請料普通AT車
オートマチック

一般（免許なし）

288,000円
（税込311,040円）

基本料金 （税抜）

290,800円
（税込313,840円）

支払総額 （税抜）

2,800円
（非課税）

仮免許申請料普通MT車
マニュアル

一般（免許なし）

履修状況により、上記の他に右記の料金が必要な場合があります。

■門司駅・藤松方面
■沼、吉田、下吉田方面
■田野浦・東門司方面

路線予約便 予約チャーター便

■富野、赤坂、小倉駅方面
■津田、貫、下曽根方面
■梅光学院大学、下関市立大学方面

■白野江、大積方面
■永黒、門司区役所方面

北九州市立大学・西南女学院大学・東筑紫短期大学にはノンストップで送迎します！
また、予約チャーター便として、下曽根・小倉駅・貫・津田方面も送迎あり。もちろん、
地元の門司近辺も送迎（全便前日まで要予約）！

無料送迎バスあります!!
下関市立大学

豊
国
学
園

敬
愛
高
校

啓
知
高
校

門
司
大
翔
館
高
校

梅光学院大学

西南女学院大学

東筑紫短期大学

北九州市立大学

幡生、東駅 方面

永黒・葛葉 方面（R3経由）
JR門司駅、藤松 方面JR小倉駅

富野、赤坂 方面
小倉北区、
戸畑 方面

北九州都市高速経由

チャチャタウン

清見、田野浦、
東門司 方面

白野江、大積、
黒川 方面
猿喰、
新門司 方面

沼、吉田、
恒見 方面

JR下曽根駅
方面津田、貫 方面

関門海峡関門トンネル→

予約チャーター便は完全予約制です。同一
方向の地域に向けて運行しますが、ご利用
者が多い場合、待ち合わせ時間・場所に変
更が生じることもございますのでご了承願
います。

TEL.093-481-1111
その他お問い合わせは

I’L
L MOTOR SCHOOL

入校日 AT車 MT車

8月8日（火） 8月24日（木） 8月26日（土）

8月9日（水） 8月26日（土） 8月28日（月）

8月15日（火） 8月31日（木） 8月31日（木）

8月16日（水） 8月31日（木） 9月2日（土）

入校日

8月29日（火） 9月14日（木） 9月14日（火）

8月30日（水） 9月14日（木） 9月16日（土）

9月2日（土） 9月16日（土） 9月18日（月）

9月5日（火） 9月21日（木） 9月21日（木）

9月6日（水） 9月21日（木） 9月23日（土）

8月19日（土） 9月2日（土） 9月4日（月） 9月9日（土） 9月23日（土） 9月26日（月）

8月23日（水） 9月7日（木） 9月9日（土） 9月12日（火） 9月28日（木） 9月28日（木）

8月26日（土） 9月9日（土） 9月11日（月） 9月16日（土） 9月30日（土）

レギュラー料金に

30,000円
すぐに免許がほしい方にオススメ!!すぐに免許がほしい方にオススメ!!

AT車は最短15日～17日間、

MT車は17日～20日間で卒業が可能!!

各日定員5名様です! お早めにご予約ください!!各日定員5名様です! お早めにご予約ください!!

※昼食サービスは、このチラシの期間に上記スピードプラン・ツインプラン日程で入校手続きされた方限定です。
※スピードプランの日程は、終日来校できる方の卒業目安です。学校が決定した悪天候による休校、及び技能教習や学科
教習の進度、検定合否によって卒業日が変更する場合があります。

※ただし、入校日の昼食サービス（１食500円【税込540円】）のご提供はいたしません。昼食は入校時にお渡しした最初の
スケジュール表の卒業日までの毎日ご提供させていただきます。教習進度によって卒業日が延長する可能性があります
が、延長した場合等は昼食サービスのご提供はいたしません。

※昼食サービスは、このチラシの期間に上記スピードプラン・ツインプラン日程で入校手続きされた方限定です。
※スピードプランの日程は、終日来校できる方の卒業目安です。学校が決定した悪天候による休校、及び技能教習や学科
教習の進度、検定合否によって卒業日が変更する場合があります。

※ただし、入校日の昼食サービス（１食500円【税込540円】）のご提供はいたしません。昼食は入校時にお渡しした最初の
スケジュール表の卒業日までの毎日ご提供させていただきます。教習進度によって卒業日が延長する可能性があります
が、延長した場合等は昼食サービスのご提供はいたしません。

※ツインプランの日程は、上記スピードプランの日程と
同じです。また、車種（AT・MT）が同じであればお友
達と同じスケジュールになりますが、車種が異なる場
合、技能教習や学科教習の進度、検定合否によってス
ケジュールや卒業日が変更することがあります。

※ツインプランの日程は、上記スピードプランの日程と
同じです。また、車種（AT・MT）が同じであればお友
達と同じスケジュールになりますが、車種が異なる場
合、技能教習や学科教習の進度、検定合否によってス
ケジュールや卒業日が変更することがあります。

（税込32,400円）

レギュラー料金に加え、さらにアイルではあなたにぴったりのプランが選べます 

卒業予定日 卒業予定日
AT車 MT車

卒業予定日 卒業予定日

プラン安 心
料金のことを気にせずに教習へ集中したい方、
運転に自信のない方にオススメのプラン!
料金のことを気にせずに教習へ集中したい方、
運転に自信のない方にオススメのプラン!

10代・20代の方、レギュラープランの料金に 9月30日（土）の入校まで!

5,000円
（税込5,400円）

お一人様、レギュラープランの料金に

20,000円（税込21,600円）

20,000円
（税込21,600円）

必要に応じて支払う
下記の追加料金が 無料!!
延長教習料金 補修教習料金 修了検定再受検料 卒業検定再受検料

アイル自慢のアイル自慢の

※30代・40代・50代の方も大変お得です。詳しくはお問い合わせください。

なんと!

通常

食堂
リニューアル記念!!

スピードプラン・ツインプランで入校された方限定で

2017年8月8日（火）～9月16日（土）までの
スピードプラン日程（ツインプランも含む）でのご入校の方限定

昼食サービス!!

お友達と一緒にスピードプランでご入校すると
通常のスピードプランがさらにお得に!!

ツインプランNEW

通常の
スピー

ドプラ
ンより

10,000円お得
!!


