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準中型免許の教習を開始した教習所を公表します 

 

平成29年３月12日から改正道路交通法により新設された準中型免許に係る教習（改正前の普通免許からの限定解除を

含む。）を開始した指定自動車教習所は、次のとおりです。 

 
都
道
府
県 

教習所

コード 
教習所名 電話番号 ＵＲＬ 

北
海
道 

1303 愛国自動車学校 0154-36-1281 http://www.k-aiji.co.jp/index.html 

1109 厚沢部ドライバーズスクール 0139-64-3177  

1409 網走自動車学校 0152-43-4431 http://abashiri-jidousya.com/ 

1019 岩見沢自動車学校 0126-22-0307 http://www.iwamizawa-ds.co.jp/ 

1043 浦河自動車学校 0146-22-3039  

1016 恵庭自動車学校 0123-32-2302 http://www.eniwa-ds.com/ 

1402 遠軽自動車学校 0158-42-2227 http://www.engaru.co.jp/ 

1035 小樽中央自動車学校 0134-26-3515 http://www.hokkaidochuo.co.jp/otaruchuo/ 

1301 帯広自動車学校 0155-34-5095 http://obiji.jp/ 

1305 帯広第一自動車学校 0155-48-4611 http://www.dai1-menkyo.com/ 

1411 オホーツク自動車学校 0152-74-4300 http://denshobato.com/tokusen/ods/top.tks 

1051 北広島自動車学校 011-373-4811 http://kitahiroshimads1.ec-net.jp/ 

1310 釧路自動車学校 0154-37-1115 http://www.kds946.com/ 

1307 釧路星ヶ浦自動車学校 0154-57-8127 http://www.961net.com/hosiji/ 

1034 倶知安自動車学校 0136-22-1573  

1007 栗山自動車学校 0123-72-1426 https://www.kuriyama-ds.com/ 

1053 札幌インター自動車学校 011-875-2211 http://www.sapporo-inter.com/index.html 

1024 札幌篠路自動車学校 011-771-2224 http://www.ssds.co.jp 

1041 静内総合自動車学校 0146-42-1246  

1408 斜里自動車学校 0152-23-3195  

1009 白石中央自動車学園 011-861-3334 http://www.shiroishichuo.co.jp 

1054 新札幌自動車学園 011-375-2155 http://www.shinsapporo.com/ 

1312 新得モータースクール 0156-64-6111 http://city.hokkai.or.jp/~sms/ 

1012 砂川自動車学校 0125-52-2266 http://www.sunagawa-ds.jp/ 

1047 桑園自動車学校 011-271-7511 http://www.soen-drivingschool.co.jp/ 

1002 空知自動車学校 0125-23-1101 http://www.sorachi-ds.jp/ 

1050 中央バス自動車学校 011-764-2525 http://www.cds.chuo-bus.co.jp/ 

1216 町立沼田自動車学校 0164-35-2717 http://www.town.numata.hokkaido.jp/jidosyagakko/#secItemList 

1046 手稲自動車学校 011-683-5131 http://www.keishin-g.com/teine/ 

1048 鉄工団地自動車学園 011-663-1414 http://www.tdds.co.jp 

1206 道北自動車学校 0165-23-2676 http://www.shibetsu-dds.com/ 

1049 苫小牧ドライビングスクール 0144-55-7191 http://www.to-ds.com/ 

1045 富川自動車学校 01456-2-1292 http://www12.plala.or.jp/tomijikou/ 
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北
海
道 

1308 中標津町自動車学校 0153-72-2417 http://naka-ds.com/ 

1208 名寄自動車学校 01654-3-7171 http://www.nayoro.com/nds/ 

1405 野付牛自動車学校 0157-24-6356 http://www.nokkeushi.co.jp/ 

1013 萩野自動車学校 0144-83-2115 http://www.haginods.co.jp/ 

1103 函館自動車学校 0138-55-2222 http://www.hakoji.jp/ 

1101 函館中央自動車学校 0138-49-2231 http://www.hakodate-chuo.net/ 

1022 美唄自動車学校 0126-62-7171 http://bijiko.co.jp/bijiko/ 

1404 美幌自動車学校 0152-73-2996 http://denshobato.com/tokusen/bds/top.tks 

1202 北海道クミアイ自動車学校 0166-48-1141 http://www9.plala.or.jp/kumiai/index.html 

1052 北海道交通安全協会自動車学園 011-581-2287 http://www.ankyo-ds.or.jp/index.html 

1001 北海道自動車学校 011-821-0172 http://ds.hus.ac.jp/ 

1217 北工学園モータースクール 0166-57-5818 http://www.hokko.ac.jp/motor/ 

1311 幕別自動車学校 0155-56-4135 http://www.makuji.com/ 

1014 室蘭総合自動車学校 0143-86-6125 http://muroran-sogo.com/ 

1044 室蘭中央自動車学園 0143-44-5500 http://www.muroran-chuo.com/ 

1304 芽室自動車学校 0155-62-2226 http://www.memuro-ds.com/index3.html 

1106 森自動車学校 01374-2-2120  

1410 紋別自動車学校 0158-23-2371  

1104 八雲自動車学校 0137-63-2111 http://www13.plala.or.jp/y-ds/ 

1039 余市自動車学校 0135-22-3393 http://www.keishin-g.com/yoichi/ 

1207 留萌自動車学校 0164-42-1533 http://www12.plala.or.jp/rumoi-jigaku/ 

青
森
県 

2016 青森中央自動車学校 017-736-3371 http://atmt.web.fc2.com/ 

2023 青森東部自動車学校 017-736-2061 http://www.961net.com/toubu/ 

2024 青森モータースクール 017-738-2246 http://motor-school.jp/ 

2028 板柳自動車学校 0172-73-2281 http://www.itayanagi.com/ 

2015 金木自動車学校 0173-53-2026 http://kanagijiko.webcrow.jp/ 

2017 黒石自動車教習所 0172-53-3300 http://www.kjk3300.jp/ 

2032 五所川原モータースクール 0173-35-6411  

2029 下北自動車学校 0175-22-3736 http://www.shimoji.server-shared.com/home.html 

2009 津軽モータースクール 0173-25-2311 http://tsugamo.webcrow.jp/ 

2003 十和田自動車学校 0176-23-6161 http://atmt.web.fc2.com/ 

2027 十和田中央モータースクール 0176-23-6301 http://www.towada-ms.com/ 

2020 浪岡モータースクール 0172-62-2057 http://motor-school.jp/ 

2030 八戸モータースクール 0178-28-2145 http://motor-school.jp/ 

2036 八戸ライセンススクール 0178-88-3340 http://hachinohels.com/ 

2006 弘前モータースクール 0172-28-2525 http://motor-school.jp/ 

2005 マツダドライビングスクール青森 017-782-7272 http://www.mazda-ds.com/ 

2013 三沢自動車学校 0176-53-3158 http://misawads.sakura.ne.jp/sub1/newpage1.html 

2014 三沢中央自動車学校 0176-53-2441 http://www.misawa-chuo.jp/ 

2019 三ツ矢自動車学校 0172-35-6611 http://www.mituya-ds.jp/ 

http://naka-ds.com/
http://www.nayoro.com/nds/
http://www.nokkeushi.co.jp/
http://www.haginods.co.jp/
http://www.hakoji.jp/
http://www.hakodate-chuo.net/
http://bijiko.co.jp/bijiko/
http://denshobato.com/tokusen/bds/top.tks
http://www9.plala.or.jp/kumiai/index.html
http://www.ankyo-ds.or.jp/index.html
http://ds.hus.ac.jp/
http://www.hokko.ac.jp/motor/
http://www.makuji.com/
http://muroran-sogo.com/
http://www.muroran-chuo.com/
http://www.memuro-ds.com/index3.html
http://www13.plala.or.jp/y-ds/
http://www.keishin-g.com/yoichi/
http://www12.plala.or.jp/rumoi-jigaku/
http://atmt.web.fc2.com/
http://www.961net.com/toubu/
http://motor-school.jp/
http://www.itayanagi.com/
http://kanagijiko.webcrow.jp/
http://www.kjk3300.jp/
http://www.shimoji.server-shared.com/home.html
http://tsugamo.webcrow.jp/
http://atmt.web.fc2.com/
http://www.towada-ms.com/
http://motor-school.jp/
http://motor-school.jp/
http://hachinohels.com/
http://motor-school.jp/
http://www.mazda-ds.com/
http://misawads.sakura.ne.jp/sub1/newpage1.html
http://www.misawa-chuo.jp/
http://www.mituya-ds.jp/


3 

 

2031 三八五オートスクール三戸 0179-23-3361 http://miyagoas.com/top.html 

2012 三八五オートスクール八戸 0178-27-5600 http://miyagoas.com/top.html 

岩
手
県 

2110 岩手県北自動車学校 0195-23-2105 http://www.i-kds.com/ 

2103 岩手自動車学校 019-624-4069 http://www.iwate-driving.com 

2128 岩手中央自動車学校 0195-65-2610 http://chuo-driving.net/  

2101 ＳＴモータースクール 019-641-8211 http://www.st-ms.co.jp 

2124 ＳＴモータースクール南校 019-635-8211 http://www.st-ms.co.jp 

2112 大船渡自動車学校 0192-27-6933 http://ofunato.sakura.ne.jp 

2119 北上自動車学校 0197-63-4562 http://kitaji.jp 

2109 久慈自動車学校 0194-55-2221 http://kuji-js.jp 

2117 三陸自動車学校 0193-23-6156 http://sanriku-ds.ftw.jp/ 

2129 紫波中央自動車学校 019-672-4316 http://www.shiwachu.jp 

2126 千厩自動車学校 0191-52-2118 http://semmaya-ds.co.jp 

2122 第一自動車学校 0197-25-8167 http://www.daiichi-ds.com 

2113 遠野ドライビングスクール 0198-63-2080 http://www.tono.si-dsj.com/ 

2114 花北モータースクール 0197-68-2523 http://wwwhanakita.com/ 

2127 花輪橋自動車教習所 0193-69-2131 http://hanawabashi-ds.ftw.jp/ 

2123 平泉ドライビングスクール 0191-46-2134 http://www.hiraizumi.si-dsg.com/ 

2130 前沢自動車学校 0197-56-2131 http://mds-cow-facetosmile.com/ 

2106 水沢自動車学校 0197-25-5158 http://www.mizusawa-ds.com/ 

2118 盛岡自動車学校 019-647-4135 http://www.morioka-ms.com/ 

2131 盛岡南ドライビングスクール 019-658-1011 http://www.moriokaminami.jp/ 

2125 陸前高田ドライビングスクール 0192-55-3990 http://takata.si-dsg.com/ 

宮
城
県 

2207 石巻第一自動車学校 0225-96-1650 http://www.id-ds.co.jp/ 

2240 石巻中部自動車学校 0225-94-1285 http://www.menkyo.biz/chubu/ 

2214 奥羽自動車学校 022-372-3277 http://www.ohu.co.jp/ 

2234 角田自動車学校 0224-63-2150 http://ww51.et.tiki.ne.jp/~kakuda-ds/ 

2227 加美自動車学校 0229-63-2249 http://www.kami-school.co.jp/ 

2232 北宮城自動車学校 0220-22-2762 http://www.kitamiya.net/ 

2210 気仙沼中央自動車学校 0226-22-0124 http://www.kesennuma-ds.co.jp/ 

2219 佐沼自動車学校 0220-22-2633 http://sanuma-ds.co.jp/ 

2242 仙台北自動車学校 022-373-9771 http://sendaikita.co.jp/ 

2212 築館自動車学校 0228-22-5131 http://www.tsukidate-ds.co.jp/ 

2250 富谷自動車学校 022-358-8787 http://www.menkyo.biz/tomiya/ 

2241 パセオ・ドライビングカレッジ 0225-75-2121 http://www.paseo-dc.com/ 

2216 東日本自動車学校 022-362-2292 http://www.ejds.co.jp/ 

2226 古川自動車学校 0229-28-2216 http://www.furukawa-ds.or.jp/ 

2229 古川自動車教習センター 0229-23-3080 http://furukawakyoshu.jp/ 

2206 南蔵王自動車学校 0224-25-2381 http://www.961net.com/m-zao/ 

2221 南仙台自動車学校 022-241-3181 http://www.961net.com/m-sendai/ 
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2215 R45・日の出自動車学校 022-283-9777 http://www.961net.com/r45/ 

2208 涌谷自動車学校 0229-42-2910 http://wakuya1.jp/ 

秋
田
県 

2303 秋田北部自動車学校 0186-42-3215 http://www.akita-hokubu.com/hokubu/ 

2322 秋田南自動車学校 018-839-5137 http://www.961net.com/akitaminami/ 

2307 秋田モータースクール 018-864-5515 http://www.aki-mo.jp/ 

2327 羽後自動車学校 0183-62-5111 http://www.ugodrive.co.jp/ 

2318 大曲中央自動車学校 0187-62-1785 http://www.961net.com/ohmagari-c/ 

2305 北日本自動車学校 018-878-2202 http://www.961net.com/kitanihon/ 

2313 県北自動車学校 0186-62-1845 http://dr-takanosu.com/ 

2317 仙北自動車学校 0187-62-2443 http://www.senboku-ds.jp/ 

2312 第二北部自動車学校 0186-35-2330 http://www.akita-hokubu.com/nihoku/ 

2302 太平自動車学校 018-845-1514 http://www.t-dr.com/ 

2304 能代自動車学校 0185-52-7201 http://www.961net.com/noshiro/ 

2325 能代モータースクール 0185-54-4510 http://www.akita-hokubu.com/noshiro/ 

2321 八郎潟太平自動車学校 018-875-2145 http://www.t-dr.com/hachirogata/ 

2328 平鹿自動車学校 0182-24-3144 http://yokote-hiraka-ds.com/ 

2308 本荘自動車学校 0184-23-1080 http://www.h-syakou.com/ 

2316 湯沢自動車学校 0183-73-4326 https://www.driver.jp/driving_school/22316/ 

2311 横手自動車学校 0182-32-1334 https://www.driver.jp/driving_school/22311/ 

2326 横手モータースクール 0182-33-2127 http://www.yokotemotor.com/ 

山
形
県 

2426 関東自動車学校 0234-43-2327 http://www.kanto-ama.jp 

2414 県南自動車学校 0238-57-3221 http://www.yamagata-kennan.co.jp 

2429 蔵王自動車学園 023-688-3311 http://www.zao-ds.jp/ 

2410 寒河江自動車学校 0237-86-4311 http://www.ds-sagae.co.jp/ 

2409 新庄自動車学校 0233-22-1259 http://www2.gol.com/users/shinjo-driv-s/top.html 

2415 セーフティドライビングアカデミー鶴 岡 0235-22-0370 http://www.sda-turuoka.com 

2418 鶴岡自動車学園 0235-22-6200 http://www.tsurugaku.com 

2417 出羽自動車教習所 0234-33-1477 http://www.dewa-ds.jp/ 

2432 天童自動車学校 023-655-2637 http://www.ytds.co.jp/ 

2427 農機連自動車学校 023-688-2148 http://www.heart-ds.co.jp/ 

2434 マツキドライビングスクールさくらんぼ校 0237-58-2131 http://www.sakuranbo-driving.co.jp 

2402 マツキドライビングスクール太陽校 023-687-4024 http://www.taiyo33.com 

2422 マツキドライビングスクール長井校 0238-84-2335 http://www.nagai-ds.jp 

2433 マツキドライビングスクール村山校 0237-55-5680 http://www.murayama-ds.com 

2413 マツキドライビングスクール米沢松岬校 0238-22-6411 http://www.matsugasaki.co.jp 

2425 山形最上ドライビングスクール 0233-25-2221 http://si-dsg-mogami.jp/ 

2416 米沢ドライビングスクール 0238-21-3711 http://www.yonezawa-ds.com 
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福
島
県 

2539 会津自動車学校 0242-24-0511 http://www.961net.com/aizu/ 

2544 会津平和自動車学校 0242-83-1111 http://www.heiwa-ds.com/ 

2548 会津若松平和自動車学校 0242-32-1155 http://www.heiwa-ds.com/ 

2527 石川自動車教習所 0247-26-2897 http://www.jidousya-gakkou.co.jp/ 

2547 扇町自動車学校 0242-22-3759 http://www.961net.com/ougi/ 

2510 小名浜自動車学校 0246-54-5210 http://www.onahama-drivers.co.jp/ 

2523 喜多方ドライビングスクール 0241-22-0997 http://www.kitakata-ds.com/ 

2534 県南自動車学校 0248-34-2565 http://www.f-kds.co.jp/ 

2503 郡山自動車学校 024-944-0440 http://www.koriyamazidoshagakko.co.jp/ 

2504 昭和ドライバーズカレッジ 024-944-2326 http://www.showa-dc.co.jp/ 

2517 須賀川ドライビングスクール 0248-73-4144 http://www.sukagawa-ds.co.jp/ 

2540 杉妻自動車学校 024-549-3331 http://www.sugitsuma-ds.jp/ 

2522 西部自動車学校 024-932-1600 http://www.seibu-gr.co.jp/ 

2518 タイヘイドライバーズスクール 0246-23-3411 http://www.taihei-ds.co.jp/index.htm 

2506 平中央自動車学校 0246-26-3429 http://www.taira-chuou.co.jp/ 

2531 棚倉自動車教習所 0247-33-2573 http://www.tanagura-jidousya.com/ 

2535 田村自動車教習所 0247-82-0700 http://www.tamura-ds.co.jp/ 

2512 中央総合自動車学校 024-951-1130 http://www.chuo-sougou.com/ 

2543 東亜自動車学校 024-567-3231 http://www.license.co.jp/toa/ 

2541 南湖自動車学校 0248-22-1177 http://www.nanko-ds.com/ 

2537 南部自動車学校 0248-75-2171 http://nanbu-ds.co.jp/ 

2507 原町自動車教習所 0244-23-2960 http://www12.plala.or.jp/Haramachi-D-S/ 

2532 原町中央自動車教習所 0244-23-2539 http://chuo55.com/ 

2528 福島県東部自動車教習所 0244-35-2264 http://nttbj.itp.ne.jp/0244352264/index.html 

2501 福島自動車学校 024-591-1703 http://www.fukushima-ds.jp/ 

2533 富久山自動車教習所 024-922-8070 http://www.fds.ne.jp/ 

2525 福陽自動車教習所 0246-63-4553 http://fukuyo.in/ 

2509 北部日本自動車学校 024-583-3331 http://www.license.co.jp/hokubu/ 

2538 保原自動車学校 024-575-2224 http://www.hobara.co.jp/ 

2516 本宮自動車学校 0243-48-2218 http://www.motomiya-ds.co.jp/ 

2546 湯本自動車学校 0246-43-7781 http://www.yumoto-menkyo.com/ 

東
京
都 

3031 飛鳥ドライビングカレッジ日野 042-581-2721 http://www.aska-dnet.com/hino 

3057 足立自動車学校 03-3884-0501 http://www.adachi-driving-school.com/ 

3056 伊豆大島自動車学校 04992-2-3240 http://www.izu-ods.com/ 

3010 今井自動車教習所 03-3670-1401 http://www.imai-ms.com/ 

3043 京成ドライビングスクール 03-3657-3181 http://www.keisei-ds.co.jp/ 

3019 コヤマドライビングスクール秋津 042-396-7070 http://www.koyama.co.jp/access/akitsu/ 

3048 コヤマドライビングスクール石神井 03-3996-0671 http://www.koyama.co.jp/access/shakujii/ 

3044 コヤマドライビングスクール二子玉川 03-3709-2551 http://www.koyama.co.jp/access/futako/ 

3063 新小岩自動車学校 03-3694-2511 http://www.shinkoiwa-ds.co.jp/ 
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東
京
都 

3033 田無自動車教習所 042-461-7111 http://www.tanashi-ds.jp/ 

3018 東急自動車学校 042-372-0109 http://www.tokyu-driving-school.ac.jp/ 

3071 東京センチュリーモータースクール 04992-4-1571 http://tokyo.driver.co.jp/ 

3016 トヨタドライビングスクール東京 042-526-3551 http://www.toyota-dst.co.jp/ 

3070 西多摩自動車学校 042-554-1943 http://www.nds-ds.com/ 

3040 拝島自動車教習所 042-551-2851 http://www.haijima-ds.co.jp/ 

3026 平和橋自動車教習所 03-3694-1011 http://www.heiwabashi.co.jp/ 

3035 武蔵境自動車教習所 0422-51-7381 http://www.musasisakai-ds.co.jp/ 

茨
城
県 

4034 茨城県石岡自動車学校 0299-26-2244 http://www.ishioka-ds.com/ 

4001 茨城県自動車学校 029-247-6131 https://ibarakiken-ds.com/ 

4007 茨城県西自動車学校 0296-37-6012 http://www.kenseijikou.co.jp/ 

4002 岩井自動車学校 0297-35-2248 http://www.181jikou.jp/ 

4020 大宮自動車教習所 0295-52-0885 http://www.ohmiyajikyo.co.jp/ 

4031 笠間自動車学校 0296-72-5083 http://www.kasama-ds.com/ 

4029 鹿島自動車教習所 0299-92-4171 http://kashimads.com/ 

4011 古河第一自動車学校 0280-98-3631 http://www.kogadaiichi.co.jp/ 

4033 つくば自動車学校 029-874-8599 http://www.tsukuba-ds.com/ 

4010 土浦自動車学校 029-841-0577 http://www.tsuchikyo.co.jp/ 

4037 友部自動車学校 0296-77-8150 http://tomobe-ds.com/ 

4032 羽鳥自動車学校 0299-46-2011 http://www.hatori-ds.jp/ 

4024 ひたちなか自動車学校 029-272-5445 http://www.katsutads.jp 

4015 鉾田自動車学校 0291-32-2647 http://hokota-ds.jp/ 

4025 矢田部自動車教習所 0479-48-0080 http://www.yatabe-ds.com/index.html 

4019 竜ケ崎自動車教習所 0297-64-1311 http://www.ryukyou.co.jp/index1.html 

栃
木
県 

4108 足利自動車教習所 0284-71-2695 http://www.ashijikyo.co.jp/ 

4115 安佐自動車教習所 0283-22-0965 http://www.ansa.jp/ 

4117 今市自動車教習所 0288-21-1125 http://www.imajikyou.ecnet.jp/ 

4102 宇都宮中央自動車教習所 028-661-2111 http://www.u-c.co.jp/00.html 

4135 小山中央自動車学校 0285-23-5555 http://www.tvoyama.ne.jp/oyamachuou/ 

4130 烏山自動車学校 0287-83-2321 http://www.karaji.co.jp/ 

4121 黒磯中央自動車学校 0287-64-1225 http://www.driverschool.jp/ 

4140 黒磯南自動車教習所 0287-64-0555 http://www.minami-ds.com/ 

4137 小金井自動車学校 0285-44-5151 http://koganei.driver.co.jp/ 

4109 さくら那須モータースクール 028-682-3141 http://www.sn-ms.jp/ 

4106 トーブモータースクール 028-658-0731 http://www.658-0731.jp/ 

4129 栃木県共立自動車学校 028-665-1071 http://www.kyoritsu-ds.sakura.ne.jp/ 

4101 栃木県自動車学校 028-658-1362 https://www.tochigiken-ds.com/ 

4122 栃木県中部自動車学校 028-652-1070 http://t-chubu.jp/ 

4112 栃木県南自動車学校 0282-22-1347 http://www.cc9.ne.jp/~kennan/smp/ 

4104 栃木自動車教習所 0282-24-6111 http://www.tochigi-ds.com/ 
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栃
木
県 

4118 栃交自動車学校 0285-53-2525 http://www.tochiko-ds.jp/ 

4126 那須自動車学校 0287-36-3141 http://www.nasu-ds.jp/ 

4139 日光自動車学校 0288-22-1133 http://www.nikkods.co.jp/ 

4133 壬生自動車学校 0282-86-3115 http://www.mibu-ds.com/ 

4113 真岡自動車教習所 0285-84-6185 http://www.961net.com/mds/ 

群
馬
県 

4219 赤城自動車教習所 0270-62-0135 http://www.akagide.jp 

4229 大渡自動車学校 027-251-4037 http://www.ohwatari.com 

4234 金山自動車教習所 0276-45-8822 http://www.kanayama1972.com 

4221 かぶら自動車教習所 0274-42-0462 http://www.kabura-drivingschool.co.jp 

4208 桐生自動車教習所 0277-47-5555 http://www.kiryujikyo.co.jp 

4207 群馬にった自動車教習所 0276-57-0011 http://nitta-drive.com 

4216 西毛自動車教習所 0274-62-3711 http://www.seimou.co.jp 

4203 館林自動車教習所 0276-72-3524 http://tatebayashi-ds.com 

4226 谷川ドライビングスクール 0278-22-4461 http://tanigawa-ds.com 

4205 トヨタドライビングスクール群馬 0277-44-0601 http://www.toyota-dst.co.jp/gunma 

4218 中之条町自動車教習所 0279-75-2570 http://park6.wakwak.com/~nakajikyo 

4220 前橋自動車教習所 027-233-1155 http://www.maebashi-drivingschool.co.jp 

4231 南渋川自動車教習所 0279-22-1945 http://www.m-shibu.com 

4214 柳瀬橋自動車教習所 0274-42-0671 http://www.yanasede.com 

埼
玉
県 

4341 アンモータースクール 048-624-3276 http://www.anms.co.jp 

4357 いわつき自動車学校 048-794-0880 http://www.880.co.jp 

4321 うらわ自動車教習所 048-861-6631 http://www.e-menkyo.co.jp/ 

4339 浦和中央自動車教習所 048-878-1141 http://www.ucds-net.co.jp/ 

4310 かごはら自動車学校 048-532-5111 http://www.kagoji.com 

4333 春日部自動車教習所 048-761-4155 http://kasukabe2014.sakura.ne.jp 

4305 川越自動車学校 049-243-3333 http://www.kawajiko.co.jp/ 

4334 行田自動車教習所 048-554-5151 http://www.taiy-group.co.jp/gyoda/ 

4314 久喜自動車学校 0480-21-0106 http://www.kukids.co.jp/ 

4303 埼玉自動車学校 048-521-6111 http://www.car-school.co.jp 

4307 埼玉とだ自動車学校 048-442-5550 http://www.toda-drive.com 

4316 埼玉本庄自動車学校 0495-21-3351  

4317 埼北自動車学校 0480-65-1212 http://www.saihoku-s.co.jp 

4343 セイコーモータースクール 049-261-0001 https://ceico.jp/ 

4311 秩父中央自動車学校 0494-22-1388 http://www.chichibuchuo.co.jp 

4344 鶴ヶ島自動車教習所 049-287-1122 http://www.tsurugashima.co.JP 

4322 東武かすみ自動車教習所 049-231-1325 http://www2.odn.ne.jp/aas88390 

4338 東武こしがや自動車教習所 048-986-2121 http://www.tobu-koshigaya.jp/ 

4304 ところざわ自動車学校 04-2922-6231 http://www.tokorozawa-jidoshagakko.co.jp 

4308 羽生モータースクール 048-561-3008 http://www.motorschool.co.jp 

4315 ファインモータースクール上尾 048-771-0279 http://www.fine-motorschool.co.jp 
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埼
玉
県 

4337 深谷自動車教習所 048-571-4017 http://www.fukayads.co.jp/ 

4323 古谷自動車教習所 049-235-1543 http://furuya.driver.co.jp/ 

4354 寄居武蔵野自動車教習所 048-584-0181 http://www.musasinods.co.jp 

4320 レインボーモータースクール 048-461-1101 http://www.rms.co.jp 

千
葉
県 

4419 市川自動車教習所 047-339-1086 http://ichikyo.co.jp/ 

4432 大原自動車教習所 0470-62-0677 http://ohara-kyosyujo.com/ 

4406 柏自動車教習所 04-7143-8181 http://www.mka.co.jp/#2 

4439 上総自動車教習所 0439-27-2131 http://kazusa.driver.co.jp/ 

4463 鎌ヶ谷自動車学校 047-444-8341 http://www.kamagaya-ds.com/ 

4424 鴨川自動車教習所 04-7092-0894 http://kds.tobiiro.jp/ 

4411 木更津自動車学校 0438-36-4022 http://www.kisa-dora.com/ 

4451 君津モータースクール 0439-50-1212 http://www.kimitsu-motorschool.co.jp/index.html 

4421 九十九里自動車教習所 0475-76-3571 http://www.99j.co.jp/ 

4433 五井自動車教習所 0436-21-3366 http://www.goikyo.net/ 

4450 佐倉自動車学校 043-485-1558 http://sakurads.co.jp/ 

4408 佐原自動車教習所 0478-54-6677 http://www.sawara-drivingschool.com/ 

4431 袖ヶ浦自動車教習所 0438-41-3131 https://www.sodegaura-ds.com/ 

4458 辰巳自動車学校 0436-75-2121 https://www.tatumi-ds.co.jp/ 

4401 千葉県自動車練習所 043-237-0401 http://www.kenren.or.jp/index.html 

4414 銚子大洋自動車教習所 0479-22-3451 http://www.choshitaiyo-ds.com/index.html 

4404 東洋自動車教習所 0479-64-0100 http://toyo-ds.co.jp/ 

4466 東洋モータースクール 047-486-7777 https://www.toyomotorschool.co.jp/ 

4422 成田自動車教習所 0476-22-2431 https://www.narita-ds.co.jp/ 

4460 柏南自動車教習所 04-7191-7020 http://www.hakunan.com/ 

4430 船橋第一自動車教習所 047-447-2345 https://funaichi.com/ 

4440 八街自動車教習所 043-443-1313 http://yachimata-ds.com/ 

4410 八日市場自動車教習所 0479-72-0934 http://www.yds.or.jp/ 

神
奈
川
県 

4533 青葉自動車学校 045-973-3113 http://www.aoba-ds.jp/ 

4530 伊勢原自動車学校 0463-95-2130 http://www.isehara-ds.co.jp 

4510 小田原ドライビングスクール       0465-36-1215 http://odawara-ds.com/ 

4544 ＫＡＮＴＯモータースクール川崎校 044-222-2611 http://www.kanto-ms.com 

4516 ＫＡＮＴＯモータースクール溝ノ口校 044-866-1909 http://www.kanto-ms.com/ 

4506 京急茅ヶ崎自動車学校 0467-52-7106 http://www.keikyu-driving.co.jp 

4538 コヤマドライビングスクール綱島 045-531-6461 http://www.koyama.co.jp 

4522 相模中央自動車学校 042-752-3441 http://sagamicds.co.jp/ 

4501 新鶴見ドライビングスクール 045-576-1455 http://www.shintsuru.com 

4524 橋本自動車学校 042-772-4295 http://www.ha-ds.com 

4511 南横浜自動車学校 045-785-0001 www.nanyoko.co.jp 

4525 横須賀ドライビングスクール 046-836-8000 http://www.yokosuka-ds.co.jp 

 4615 糸魚川自動車学校 025-552-1054 http://niigata-ids.com/ 
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http://www.kanto-ms.com/
http://www.keikyu-driving.co.jp/
http://www.koyama.co.jp/
http://sagamicds.co.jp/
http://www.shintsuru.com/
http://www.ha-ds.com/
http://www.nanyoko.co.jp/
http://www.yokosuka-ds.co.jp/
http://niigata-ids.com/
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新
潟
県 

4629 魚沼中央自動車学校 025-792-1055 http://www.uonuma-ds.com/ 

4624 柿崎自動車学校 025-536-2740 http://www.ssd-kakizaki.jp/ 

4628 柏崎自動車学校 0257-22-5121 http://www.kashiwazaki-ds.com/ 

4643 五泉中央自動車学校 0250-41-0825 http://www.gosenchuo.com/ 

4634 佐渡自動車学校 0259-63-6121 http://sado-ds.co.jp/ 

4606 三条自動車学校 0256-38-3808 http://www.sanjo-ds.co.jp/ 

4607 三条中央自動車学校 0256-38-3585 http://www.sanjochuo.co.jp/ 

4610 新発田自動車学校 0254-22-3950 http://safetydrive.co.jp/shibata/ 

4601 上越自動車学校高田教習所 025-522-1511 http://joetsu-ds.com/ 

4627 白根中央自動車学校 025-372-3154 http://www.shirone.co.jp/ 

4635 水原自動車学校 0250-62-2000 http://www.unten.co.jp/ 

4622 関原自動車学校 0258-46-2126 http://www.sekihara-ds.co.jp/ 

4619 田上自動車学校 0256-57-4700 http://www.tagami-ds.jp/ 

4636 中越自動車学校 0258-22-2336 http://www.cds625.com/ 

4614 燕中央自動車学校 0256-63-4892 http://www.tsubame-ds.com/ 

4626 十日町自動車学校 025-757-4145 http://www.tokamachi-ds.com/ 

4609 長岡文化自動車学校 0258-24-0512 https://www.nagaokabunka-ds.com/ 

4630 中条自動車学校 0254-44-8071 http://www.nakajo-ds.jp/ 

4642 新潟自動車学校 025-272-5555 http://www.shagaku.co.jp/ 

4603 新潟中央自動車学校 025-247-5201 http://www.ncds.co.jp/ 

4631 新潟文化自動車学校 025-266-2577 http://niigatabunka.jp/ 

4602 新津自動車学校 0250-22-1192 http://www.niitsu-ds.co.jp/ 

4604 東新潟自動車学校 025-273-2000 http://www.higashids.com/ 

4639 巻中央自動車学校 0256-72-3195 http://www.makichuo.co.jp/ 

4633 マツキドライビングスクール新潟西しばた校 0254-22-4336 http://www.nishishibata-ds.jp/ 

4632 六日町自動車学校 025-776-3144 http://www.6ds.co.jp/ 

4605 村上中央自動車学校 0254-52-6161 http://murakamijidousha.co.jp/ 

山
梨
県 

4715 上野原自動車教習所 0554-63-1671 http://www.uenohara-ds.com/ 

4708 塩山自動車教習所 0553-33-2765 http://www.enzan-jk.com/ 

4713 小笠原自動車教習所 055-282-0515 http://www.ogs-ds.com/ 

4704 岳麓自動車教習所 0555-22-1689 http://www.gakuroku.jp/ 

4706 峡南自動車教習所 0556-22-0914 http://kyonan-ds.com/ 

4711 小淵沢自動車教習所 0551-36-2230 http://www.kobuchids.com/ 

4707 昭和自動車教習所 055-275-2041 http://www.showa-ds.com/ 

4709 長坂自動車教習所 0551-32-3366 http://www.nagasakads.jp/ 

4705 韮崎自動車教習所 0551-22-1145 http://www.nirasakids.com/ 

4701 山梨自動車学校 055-285-0752 http://www.y-ds.jp/ 

4703 山梨中央自動車教習所 055-235-1291 http://www.chuods.com/ 

 

4835 浅間佐久自動車学校 0267-67-3371 http://www.saku-ds.com/ 

4825 アジマ自動車学校 0265-33-2550 http://www.ajima-d.com/ 
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http://www.shirone.co.jp/
http://www.unten.co.jp/
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http://www.tagami-ds.jp/
http://www.cds625.com/
http://www.tsubame-ds.com/
http://www.tokamachi-ds.com/
https://www.nagaokabunka-ds.com/
http://www.nakajo-ds.jp/
http://www.shagaku.co.jp/
http://www.ncds.co.jp/
http://niigatabunka.jp/
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http://www.higashids.com/
http://www.makichuo.co.jp/
http://www.nishishibata-ds.jp/
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http://www.uenohara-ds.com/
http://www.enzan-jk.com/
http://www.ogs-ds.com/
http://www.gakuroku.jp/
http://kyonan-ds.com/
http://www.kobuchids.com/
http://www.showa-ds.com/
http://www.nagasakads.jp/
http://www.nirasakids.com/
http://www.y-ds.jp/
http://www.chuods.com/
http://www.saku-ds.com/
http://www.ajima-d.com/
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長
野
県 

4824 飯田自動車学校 0265-24-2339 http://www.iida-ds.com/ 

4821 伊那自動車教習所 0265-72-6191 http://www.ijk.jp/ 

4811 上田自動車学校 0268-22-8800 http://www.8800uds.co.jp/ 

4832 臼田自動車教習所 0267-82-6030 http://www.valley.ne.jp/~usuda-ds/ 

4830 大町自動車教習所 0261-22-1510 http://www.syakou.co.jp/ 

4819 岡谷自動車学校 0266-27-5551 http://www.okajiko.co.jp/ 

4833 軽井沢西ドライビングスクール 0267-58-2550 https://karuizawa-ds.com/ 

4822 駒ヶ根自動車学校 0265-82-3828 http://www.shinshu-komagane.com/ 

4814 小諸自動車教習所 0267-22-1500 http://www.kds.komoro.com/ 

4812 真田自動車学校 0268-22-0585 http://www.sanada-ds.co.jp/ 

4826 信州塩尻自動車学校 0263-58-2231 http://shiojiri.sjds.co.jp/ 

4803 信州松本もとまち自動車学校 0263-32-1462 http://motomachi.sjds.co.jp/ 

4820 辰野自動車学校 0266-41-0700 http://www.tatsuno-ds.co.jp/ 

4810 千曲自動車学校 026-272-0633 http://maxdrs.com/ 

4816 茅野自動車学校 0266-72-4111 http://www.chinokyo.co.jp/ 

4823 天竜自動車学校 0265-35-2581 http://www.tenryu-drivingschool.com/ 

4801 ドリームモータースクール昭和 026-292-2566 http://www.dmsnet.jp/ 

4804 ドリームモータースクール須坂 026-245-1574 http://www.dmsnet.jp/ 

4809 中野自動車学校 0269-22-4171 http://nakano-ds.jp/ 

4806 長野自動車学校 026-226-0468 http://www.nagano-drivingschool.com/ 

4829 穂高自動車学校 0263-82-2450 http://www.hotaka-ds.jp/ 

静
岡
県 

4924 遠鉄磐田自動車学校 0538-32-7200 http://www.entetsu.co.jp/eds/iwata/index.html 

4934 遠鉄自動車学校 053-462-1221 http://www.entetsu.co.jp/eds/ 

4930 遠鉄浜岡自動車学校 0537-86-2220 http://www.hamaji-ds.com/hamaoka/ 

4919 掛川自動車学校 0537-22-7251 http://www.kakeji.com/ 

4912 上池自動車学校 053-471-4371 http://kamiike.co.jp/ 

4910 黄瀬川自動車学校 055-963-3039 http://www.kisegawa.co.jp/ 

4925 御殿場自動車学校 0550-89-2525 http://www.gotenba-ds.co.jp/ 

4901 静岡県自動車学校 054-261-7171 http://www.ksjg.com/kenji/index.php 

4903 静岡県自動車学校沼津校 055-921-7171 http://www.kenji-numazu.com/ 

4902 静岡県自動車学校浜松校 053-471-7171 http://www.kenji-hamamatsu.com/ 

4950 静岡県セイブ自動車学校 053-485-5511 http://www.kenseibu.co.jp 

4913 静鉄自動車学校 054-345-0335 http://www.shizutetsu-school.jp/ 

4920 島田自動車学校 0547-37-5221 http://www.shimaji.net 

4929 昭和自動車学校 0545-38-0110 http://www.showa-ds.jp/ 

4951 スルガ自動車学校 054-369-1177 http://www.sulga.co.jp/ 

4911 綜合自動車学校 053-461-6633 http://www.sohgoh.co.jp 

4918 田方自動車学校 055-978-2452 http://www.tagata-ds.com 

4927 東部自動車学校 055-921-7788 http://www.tou-bu.co.jp/ 

4953 東名自動車学校 054-644-7777 http://www.tomei-ds.co.jp 

http://www.iida-ds.com/
http://www.ijk.jp/
http://www.8800uds.co.jp/
http://www.valley.ne.jp/~usuda-ds/
http://www.syakou.co.jp/
http://www.okajiko.co.jp/
https://karuizawa-ds.com/
http://www.shinshu-komagane.com/
http://www.kds.komoro.com/
http://www.sanada-ds.co.jp/
http://shiojiri.sjds.co.jp/
http://motomachi.sjds.co.jp/
http://www.tatsuno-ds.co.jp/
http://maxdrs.com/
http://www.chinokyo.co.jp/
http://www.tenryu-drivingschool.com/
http://www.dmsnet.jp/
http://www.dmsnet.jp/
http://nakano-ds.jp/
http://www.nagano-drivingschool.com/
http://www.hotaka-ds.jp/
http://www.entetsu.co.jp/eds/iwata/index.html
http://www.entetsu.co.jp/eds/
http://www.hamaji-ds.com/hamaoka/
http://www.kakeji.com/
http://kamiike.co.jp/
http://www.kisegawa.co.jp/
http://www.gotenba-ds.co.jp/
http://www.ksjg.com/kenji/index.php
http://www.kenji-numazu.com/
http://www.kenji-hamamatsu.com/
http://www.kenseibu.co.jp/
http://www.shizutetsu-school.jp/
http://www.shimaji.net/
http://www.showa-ds.jp/
http://www.sulga.co.jp/
http://www.sohgoh.co.jp/
http://www.tagata-ds.com/
http://www.tou-bu.co.jp/
http://www.tomei-ds.co.jp/
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静
岡
県 

4932 中田自動車学校 054-285-8255 http://www1.odn.ne.jp/nakada-ds/ 

4933 榛南自動車学校 0548-22-0272 http://www.hainanjiko.co.jp/ 

4938 浜名湖自動車学校 053-594-8075 http://www.hamanako-driving.jp/ 

4905 浜松自動車学校 053-461-9221 http://www.hamaji-ds.com/ 

4955 富士センチュリーモータースクール御殿場校 055-998-3938 http://gotenba.driver.co.jp/ 

4935 富士宮自動車学校 0544-27-0575 http://www.mitsuya-r.com/fujinomiya/ 

4923 古庄自動車学校 054-261-1551 http://www.flushyou.co.jp/ 

4940 マジオドラーバーズスクール藤枝校 054-641-1717 http://www.magionet.co.jp/fujieda/ 

4928 吉原自動車学校 0545-71-2345 http://yoshiwara-ds.jp/ 

富
山
県 

5003 北日本自動車学校 076-441-1741 http://kitaniti.com/ 

5011 呉羽自動車学校 076-434-1222 http://www.908-jico.com/ 

5006 黒部自動車学校 0765-52-1352 https://www.p-tds.net/kurobe/ 

5008 高新自動車学校 0766-23-3377 http://www.kohshinjidosha.com/ 

5002 高岡自動車学校 0766-22-3950 https://www.p-tds.net/takaoka/ 

5014 富山県中央自動車学校 076-466-3333 http://chuo-driving.com/ 

5001 富山自動車学校 076-492-5533 https://www.p-tds.net/toyama/ 

石
川
県 

5102 石川県加南自動車学校 0761-22-8816 http://www.kanankaga.co.jp/ 

5108 こまつ自動車学校 0761-24-3500 http://www.komatsu.ne.jp/ 

5103 大徳自動車学校 076-267-2231 http://www.daitoku.net/ 

5107 太陽自動車学校 076-283-1163 http://www.isun.co.jp/ 

5111 東部自動車学校 076-258-1151 http://www.kazawa-tobu.ac.jp/ 

5112 ドライビングスクールエクシール城東 076-237-8100 http://www.excel.co.jp/ 

5109 七尾自動車学校 0767-53-1422 http://www.nanao-drive.co.jp/ 

5116 能登自動車学校 0768-72-0153 http://www.isun.co.jp/ 

5101 北鉄自動車学校 076-246-1211 http://www.hokujiko.co.jp/ 

5104 北陸中部自動車学校 076-277-0033 http://www.hokuchu.co.jp/ 

5117 輪島綜合自動車学校 0768-22-2098 http://www.ringisland.jp/jidousyagakkou2.html 

福
井
県 

5210 小浜自動車学校 0770-52-0839 http://obama-kyosyujo.com/ 

5211 金津自動車学院 0776-73-1150 http://www.kanazu-ds.jp/ 

5204 武生自動車学校 0778-22-2424 http://takefu.kyosyujo.com/ 

5207 敦賀自動車学校 0770-22-5353 http://tsuruga-kyosyujo.com/ 

5202 ＡＯＩドライビングスクール福井校 0776-55-0870 http://nittazuka.aoigakuen.jp/ 

5201 福井自動車学校 0776-54-0991 http://fukui.kyosyujo.com/ 

5203 北陸自動車学校 0776-38-2020 http://www.hokuzi.jp/ 

岐
阜
県 

5322 大垣南自動車学校 0584-32-3116 http://okada-group.jp/ogaki-minami/ 

5305 大原自動車学校 0572-27-2356 http://www.ohara-ls.co.jp/ 

5308 加茂自動車学校 0574-25-4155 http://www.kamoj.co.jp/ 

5317 北方自動車学校 058-324-1215 http://www.kitagata.co.jp/index_pc.html 

5314 岐阜中津川自動車学校 0573-65-5251 http://nakatsugawa.sjds.co.jp/ 

5312 聖徳自動車学園 058-387-4171 http://www.shotoku-ds.net/ 
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http://www.kamoj.co.jp/
http://www.kitagata.co.jp/index_pc.html
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http://www.shotoku-ds.net/
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岐
阜
県 

5306 西濃自動車学校 0584-66-2450 http://www.seino-ds.co.jp 

5318 多治見自動車学校 0572-22-5127 http://www.gifu-ankyo.or.jp/tajimi-ds/ 

5325 中濃自動車学校 0575-22-2083 http://www.chuno-driving.com/ 

5320 東濃自動車学校 0573-68-2715 http://www.gifu-ankyo.or.jp/tono-ds/ 

5324 土岐自動車学校 0572-55-3690 http://www.okasan-group.jp/tokids/ 

5302 那加自動車学校 058-389-2525 http://www.nakads.com 

5316 日本ライン自動車学校 0574-25-1122 http://www.nihonrain.co.jp/index.html 

5313 飛騨自動車学校 0577-35-1000 http://www.hida-ds.com/ 

5321 マジオドライバーズスクール大垣校 0584-78-4107 http://www.magionet.co.jp/ogaki/ 

5301 三田洞自動車学校 058-237-3211 http://www.gifu-ankyo.or.jp/mitahora-ds/ 

愛
知
県 

5401 あいち自動車学校 052-991-2631 http://www.aichi-ds.jp/ 

5452 安城自動車学校 0566-76-8181 http://www.coaradrive.com/ 

5402 一宮自動車学校 0586-78-2131 http://www.orihime.ne.jp/~ds138/ 

5456 上地自動車学校 0564-51-3381 http://ueji-online.ne.jp/ 

5407 大治自動車学校 052-431-6201 http://www.oharu.co.jp/ 

5455 岡崎南自動車学校 0564-51-2662 http://okazaki-minami-ds.jp/ 

5446 クラウン自動車学校 052-603-1146 http://www.crown-ds.jp/ 

5423 小牧市自動車学校 0568-77-3301 https://www.freemobile-navi.jp/s/komaki-ds/ 

5419 知多自動車学校 0569-21-0618 http://www.chitaji.jp/ 

5409 中部日本自動車学校 052-832-2366 http://www.e-chubu.jp/ 

5461 知立自動車学校 066-82-3233 http://www.happy-car-life.co.jp/chiryu/ 

5415 津島自動車学校 0567-28-3771 http://www.tsushima-ds.co.jp/ 

5449 名古屋自動車学校 天白校 052-896-3355 http://www.nagoyads.co.jp/tenpaku/about.html 

5424 名古屋自動車学校 港校 052-302-5000 http://www.nagoyads.co.jp/minato/about.html 

5427 西尾自動車学校 0563-56-5311 http://www.nishio-ds.co.jp/ 

5442 尾西自動車学校 0586-45-2882 https://www.bisai.co.jp/ 

5437 緑ヶ丘自動車学校 052-621-2838 http://www.midori-ds.com/ 

5405 名鉄自動車学校 052-891-4191 http://www.meitetsu.ac.jp/mdsl/ 

5421 ユタカ自動車学校 0532-45-1131 http://www.yutakakk.co.jp/toyohashi/index.html 

三
重
県 

5509 上野自動車学校 0595-21-1000 http://www.ucnods.co.jp/ 

5520 尾鷲自動車学校 0597-22-0485 http://ods.ikidane.com/ 

5514 カメヤマドライバーズスクール 0595-82-0112 http://www.kameyama-ds.co.jp/ 

5503 川越自動車学校 059-364-4188 http://kawagoe-ds.co.jp 

5511 紀伊自動車学校 05979-2-1073 http://kiids.jp/ 

5522 松和自動車学校 0598-51-5666 http://www.showaweb.co.jp/ 

5504 津ドライビングスクール 059-224-0188 http://www.tsudora.co.jp/ 

5519 長島総合自動車学校 0594-42-0511 http://nagashima-ds.jp/ 

5516 松阪自動車学校 0598-51-0026 http://www.matsusaka-ds.jp/ 

5506 三重県南部自動車学校 0596-23-1155 http://www.safety-nanbu.com/ 

5501 四日市自動車学校 059-353-0151 http://41ds.com/ 
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滋
賀
県 

6013 アヤハ自動車教習所 077-552-3081 http://www.ayaha.co.jp/drive/drive-r/index.php 

6024 アヤハ水口自動車教習所 0748-62-7121 http://www.ayaha.co.jp/drive/drive-m/index.php 

6007 石部自動車教習所 0748-77-2855 http://ishibe.ii7.jp/ 

6020 近江八幡安全教育センター 0748-37-2131 http://www.kyousen.jp/ 

6019 北近江自動車学校 0749-85-3188 http://www.kitaoumids.jp/ 

6018 膳所自動車教習所 077-543-3335 http://zeze.driver.co.jp/ 

6006 月の輪自動車教習所 077-545-2222 http://www.tsukinowa.co.jp/ 

6005 長浜自動車学校 0749-62-1122 http://www.ndrs.jp/index.html 

6002 彦根自動車学校 0749-22-4654 http://www.hikoneds.co.jp/ 

6010 真野自動車教習所 077-573-0580 http://www.ohmitetudo.co.jp/mano-jikyo/ 

6021 八日市自動車教習所 0748-25-1818 http://www.yokaichi-ds.co.jp/ 

京
都
府 

6125 網野自動車教習所 0772-72-2633 http://iwa-ami.jp/amino/ 

6113 岩滝自動車教習所 0772-46-4131 http://iwa-ami.jp/iwataki/ 

6102 京都府福知山自動車学校 0773-27-2451 http://www.fukuchiyama-ayabe-ds.jp/ 

6105 京都府舞鶴自動車学校 0773-75-1613 http://www.maizuru-ds.jp/ 

6106 京都府峰山自動車学校 0772-62-0637 http://www2.nkansai.ne.jp/org/mineyamads/ 

6131 京都湯の花自動車学校 0771-24-0211 https://www.kyotoyunohana-ds.com/ 

6103 デルタ自動車四条教習所 075-311-0079 http://www.delta2-4.co.jp/ 

6116 山城自動車教習所 0774-82-2165 http://www.8046.com/Group/y_school/ 

大
阪
府 

6233 泉佐野自動車教習所 072-465-0961 http://www.sano-driving.co.jp/ 

6217 茨木ドライビングスクール 072-632-4625 http://itsdrive.co.jp/ 

6245 門真自動車教習所 06-6909-2301 http://www.forjy.co.jp/kadomads/ 

6212 近鉄自動車学校 072-331-2424 http://www.amami.ac.jp/kintetsu-ds/ 

6248 堺自動車教習所 072-227-6620 http://sakai-ms.co.jp/ 

6237 住の江ドライビングスクール 06-6681-0901 http://www.suminoe-ds.co.jp/ 

6203 関目自動車学校 06-6911-1241 https://www.sekime.co.jp/ 

6225 泉南自動車教習所 072-483-5001 http://hpsennan.gloomy.jp/ 

6218 高石自動車スクール 072-263-1111 http://www.takaishi-driving.com/ 

6216 ネヤガワドライビングスクール 072-822-0464 http://www.neyagawa-ds.co.jp/ 

6220 阪奈自動車教習所 072-872-0921 http://www.hanna-ds.com/ 

6204 阪和鳳自動車学校 072-271-1028 http://www.hanwaotori.co.jp/ 

6236 箕面自動車教習所 072-721-7385 http://www.minoo-ds.co.jp/ 

6242 八戸ノ里ドライビングスクール 06-6781-1010 http://www.yaenosato.com/ 

兵
庫
県 

6320 赤穂自動車教習所 0791-43-2529 http://www.ako-ds.com/ 

6315 網干自動車教習所 079-274-1839 http://www.aboshi.co.jp 

6324 尼崎ドライブスクール 06-6481-8682 http://www.amagasaki-ds.co.jp/ 

6329 加古川自動車教習所 079-438-2488 http://www.kakogawa-ds.jp/ 

6313 春日自動車教習所 0795-74-0401 http://www.kasuga-ds.com/ 

6353 香住自動車教習所 0796-36-1325 http://www.eonet.ne.jp/~kasumi-ds/ 

6323 甲子園自動車教習所 0798-47-4881 http://www.koshien-ds.co.jp/ 
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兵
庫
県 

6371 神戸西インター自動車学校 078-998-4545 http://kobe.driver.co.jp/ 

6338 三田自動車学院 079-562-2995 http://www.sas-menkyokaiden.com/ 

6341 ジェームス山自動車学院 078-751-1221 http://www.jamesyama-ds.co.jp/ 

6361 西神自動車学院 078-918-3016 http://www.seishin-cs.com/ 

6309 春日自動車教習所 氷上校 0795-82-0356 http://www.tanba-ds.com/ 

6346 淡陽自動車教習所 0799-22-2477 http://www.danyo-ds.com/ 

6354 土山自動車学院 079-492-1307 http://www.tsuchiyama-cs.com/ 

6343 東播自動車教習所 079-435-7000 http://www.menkyo.net/ 

6308 豊岡自動車教習所 0796-22-6321 http://www.toyooka-ds.com/ 

6331 播磨自動車教習所 079-448-5100 http://harima-ds.com/ 

6334 阪神自動車学院 072-781-8031 http://www.hanshin-ds.co.jp/ 

6356 姫路南自動車学院 079-246-1221 http://www.himego.co.jp/gakuin/ 

6307 兵庫県山陽自動車教習所 079-223-2087 http://www.sanyo-ds.co.jp/ 

6302 兵庫県自動車学校明石校 078-911-6681 http://www.hyogoken.ac.jp/akashi/ 

6301 兵庫県自動車学校西宮本校 0798-67-3761 http://www.hyogoken.ac.jp/nishinomiya/ 

6322 兵庫県洲本自動車教習所 0799-22-1674 http://www.sumoto-ds.jp/ 

6359 福崎インター自動車学校 0790-22-5840 http://fi-cs.jp 

6372 ポートアイランドドライビングスクール  078-304-5008 http://www.pids.jp/ 

6321 三原自動車教習所 0799-54-0210 http://mihara-mds.com/ 

6342 山崎自動車教習所 0790-62-1852 http://yamasaki-ds.com/ 

6373 ＲＩＣＳ ＰＲＯ ＣＡＲ ＳＣＨＯＯＬ 078-858-9050 http://www.heiwa-cs.co.jp/ 

6332 和田山自動車教習所 079-672-2837 http://www.wa6332.com/ 

奈
良
県 

6409 香芝自動車学校 0745-52-0661 http://www.kashiba-ds.co.jp 

6415 奈良交通自動車教習所 0743-54-3322 http://www.narakotsu.co.jp/kanren/school/ 

6411 法隆寺自動車教習所 0743-57-2610 http://www.forjy.co.jp/horyujids/ 

和
歌
山
県 

6514 有田自動車学校 0737-52-4415 http://www.aritads.com/sp/ 

6517 岩出自動車学院 0736-61-5700 http://www.iwagaku.net/ 

6504 塩屋自動車学校 073-444-1168 http://www.shioya-ds.jp/ 

6516 ソト浜自動車学校 0737-82-4359 http://www.sotohama-ds.jp/ 

6510 田辺自動車学校 0739-22-3990 http://www.tanabe-ds.co.jp/ 

6518 ドライビング・スクールかいなん 073-483-4488 http://www.kainan-ds.com/ 

6508 南海橋本自動車学校 0736-32-1777 http://hashimoto-car-school.com/ 

6505 みなべ自動車学校 0739-72-2533 http://www.naxnet.or.jp/~kinan/ 

6506 和歌山県紀北自動車学校 0736-42-2826 http://www.kihokuds.com/ 

6509 和歌山県御坊自動車学校 0738-22-2380 http://www.gobo-ds.jp/ 

6501 和歌山県自動車学校 073-461-1551 http://www.kenji-ds.jp/ 

鳥
取
県 

7005 イナバ自動車学校 0857-31-2111 http://www.inaba.ac.jp/ 

7007 山陰中央自動車学校 0859-22-4171 http://www.san-in.com/ 

7009 鳥取県倉吉自動車学校 0858-37-3531 http://wwwkurayoshi-ds.cpm/ 

7001 鳥取県自動車学校 0858-28-1121 http://www.torids.jp/ 
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7008 鳥取県東部自動車学校 0857-22-7207 http://www.tds.ac.jp/ 

7002 米子自動車学校 0859-33-1231 http://www.yojiga.net/ 

島
根
県 

7113 出雲高等自動車教習所 0853-21-5653 http://fish.miracle.ne.jp/izumo-kt/ 

7112 石見自動車教習所 0856-95-1141 http://www.iwami-drivinng-school.com/ 

7107 木次自動車教習所 0854-42-0368 http://kisuki.jp/ 

7109 島根自動車学校 0852-21-0050 http://www.shimane-ds.com 

7106 浜田自動車教習所 0855-22-2375 http://www.hms-web.jp/ 

7102 平田自動車教習所 0853-62-2155 http://www.ichibata.co.jp/HDS/ 

7105 益田ドライビングスクール 0856-31-5050 http://www.mland-masuda.jp/ 

7111 松江城北自動車教習所 0852-22-2681 http://www.m-jyohoku.co.jp/ 

7103 松江浜乃木自動車教習所 0852-21-0392 http://www.hamanogi.co.jp/ 

岡
山
県 

7217 稲荷自動車教習所 086-287-2551 http://www.inarids.com/ 

7208 岡山自動車教習所 086-279-1212 http://www.okakyo.co.jp/ 

7215 笠岡自動車学校 0865-62-5161 http://www.oka-ankyo.or.jp/kasajiko/wp/ 

7205 倉敷自動車教習所 086-465-9222 http://www.kurakyo.co.jp 

7214 勝英自動車学校 0868-38-6655 http://shoei.driver.co.jp/ 

7212 高梁自動車学校 0866-26-0033 http://www.signal-blue.com/ 

7216 津山自動車学校 0868-22-4471 http://www.tds-1.com 

7219 新見自動車教習所 0867-72-5559 http://niimi.driver.co.jp/ 

7213 沼自動車学校 0868-22-8148 http://www.nds.ac.jp/ 

広
島
県 

7319 芦田川自動車学校 084-955-1512 http://www.ashidagawa-ds.jp 

7320 江田島自動車学校 0823-42-1345 http://www.etaji.net 

7318 可部自動車学校 082-815-5555 http://www.kabeds.co.jp 

7312 賀茂自動車学校 082-422-1100 http://www.kamo-ds.com 

7337 高陽自動車学校 082-844-7311 http://www.koyo-ds.co.jp 

7336 コスモドライビングスクール 0846-22-2218 http://cosmo-ds.com 

7316 山陽自動車学校 084-941-5060 http://www.sanyo-driving.com 

7317 竹原自動車学校 0846-22-2218 http://www.takeji.co.jp/ 

7332 テクノ自動車学校 082-854-4000 http://www.tekuno.info/ 

7328 沼田自動車学校 082-848-2222 http://www.numaji.com 

7314 備南自動車学校 084-933-2752 http://www.binan-ds.co.jp 

7310 広島県尾道自動車学校 0848-44-1613 http://www.ojg.jp 

7306 広島県府中自動車学校 0847-41-3065 http://www.f-ds.net 

7323 広島中央自動車学校 082-232-6416 http://www.hiroshima-chuoh.co.jp 

7333 フタバ自動車学校 084-951-3111 http://www.futaba-ds.net 

7339 三次インター自動車学校 0824-62-5011 http://kenhokunokouninkou.com/ 

7311 ロイヤルドライビングスクール 084-933-4101 http://www.royal-corp.com/ds 

山
口
県 

7405 岩国自動車学校 0827-41-0987 http://iwakuni-ds.com/ 

7415 西日本自動車学校 0836-41-6611 http://www.nishinihon1.com/ 

7428 早鞆自動車学校 0832-58-1034 http://www.hds.ac.jp/ 
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山
口
県 

7429 山口県下松自動車学校 0833-46-0324 http://kudamatsu.e-jikou.com/ 

7407 山口県高等自動車学校 0835-22-3710 http://www.kotods.com/ 

7419 山口県周南自動車学校 0834-25-0030 http://www.shunan-ds.co.jp/ 

7424 山口県南陽自動車学校 0834-63-0193 http://nanyo.e-jikou.com/ 

7410 山口県柳井自動車学校 0820-22-0468 http://yanaijikou.sakura.ne.jp/ 

徳
島
県 

8023 阿南自動車学校 0884-22-2113 http://www.anan-ds.co.jp 

8009 阿北自動車教習所 088-696-2240 http://ahokuds.com/ 

8026 阿波自動車学校 0883-35-4145 http://www.awa-ds.com/ 

8024 石井自動車学校 088-674-2249 http://www.ishii-ds.com/ 

8021 北島自動車学校 088-698-5588 http://www.kitajima-ds.com/ 

8003 千松自動車教習所 088-632-0472 http://www.sensho-ds.com/ 

8012 鳴門自動車教習所 088-685-3242 http://www.naruto-ds.co.jp/ 

8020 三加茂自動車学校 0883-82-2160 http://www.mikamo-ds.com/ 

8008 脇町自動車学校 0883-52-3755 http://www.wakimachi-ds.co.jp 

香
川
県 

8119 香川県中央自動車学校 087-847-3535 http://www.kcds.jp/ 

8120 香川自動車学校 087-889-0181 http://www.kagawa-ds.jp/ 

8113 観音寺自動車学校 0875-25-2112 http://www.kanonji.co.jp/ 

8107 関西自動車学院 087-845-2401 http://www.kansaids.jp/ 

8121 琴平ドライビングスクール 0877-73-5353 http://www.kotohira-ds.co.jp/ 

8117 寒川自動車学校 0879-43-2546 http://www.ca.pikara.ne.jp/sangawa/ 

8104 白鳥自動車学校 0879-25-3266 http://www.menkyo-shirotori.co.jp/ 

8118 高瀬自動車学校 0875-72-5623 http://www.takase-driving-school.co.jp/ 

8109 高松自動車学校 087-867-7439 http://www.takamatsudrivingschool.co.jp/ 

8108 ハッピードライビングスクール 087-885-2121 http://www.happy-ds.co.jp/ 

8111 丸亀自動車学校 0877-56-8620 http://www.maru-ds.co.jp/ 

8114 三豊自動車学校 0875-25-4567 http://www.mitoyo-driving-school.co.jp/ 

8105 屋島自動車学校 087-841-2171 http://www.okawabus.com/yashimads/ 

愛
媛
県 

8210 石原自動車教習所 089-972-1010 http://www.ishihara-d.co.jp/ 

8213 今治自動車教習所 0898-48-0080 https://www.imabari-drivers-school.com/ 

8214 今治中央自動車教習所 0898-32-0125 http://www.imabari-cds.co.jp/ 

8217 宇和自動車教習所 0894-62-2210 http://www.uwa-license.jp/ 

8204 宇和島自動車学校 0895-22-4671 http://uwajima-ds.jp/ 

8201 愛媛自動車学校 089-925-5011 http://www.ehime-ds.com/ 

8218 大洲自動車教習所 0893-25-0311 http://www.nagaisangyo.com/ 

8208 上浮穴自動車教習所 0892-21-1155 http://www.kamiukena-ds.com/ 

8220 西条ドライビングスクール 0898-64-3018 http://www.saijo-ds.co.jp/ 

8205 四国中央自動車学校 0896-24-2128 http://www.scds.jp/ 

8212 第一自動車教習所 089-932-1151 http://www.dai1-dc.jp/ 

8215 中央新居浜自動車学校 0897-33-4851 http://chuoniihama-ds.co.jp/ 

8206 新居浜自動車教習所 0897-43-6021 http://www.niihama-ds.co.jp/ 
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愛
媛
県 

8211 はしはま自動車教習所 0898-41-9059 http://www.hashihama.com/ds/ 

8223 南宇和自動車教習所 0895-72-0593 https://www.minamiuwa-drivingschool.com/ 

8221 八幡浜自動車教習所 0894-36-0777 http://yawatahama-ds.jp/ 

高
知
県 

8309 安芸自動車学校 0887-34-3181 http://www.aki-ds.com/ 

8301 高知県自動車学校 088-845-1411 http://www.ikku-kds.com/ 

8302 高知中央自動車学校 088-883-3251 http://www.chuo-ds.co.jp/ 

8314 高知ニュードライバー学院 088-892-1414 http://knd.ne.jp/ 

8307 四万十自動車学校 0880-37-1919 http://shimanto-ds.com/ 

8308 宿毛自動車学校 0880-63-3135 http://sukumo-ds.co.jp/index.html 

8313 南国自動車学校 088-864-3125 http://www.nangoku-ds.com/ 

福
岡
県 

9023 アイルモータースクール豊前 0979-82-2044 http://ill-ms.com/buzen/ 

9019 アイルモータースクール門司 093-481-1111 http://ill-ms.com/moji/ 

9017 甘木自動車学校 0946-22-1211 http://www.amagi-ds.co.jp 

9002 飯塚自動車学校 0948-22-3790 http://www.iizuka-ds.com/ 

9020 大牟田中央自動車学校 0944-56-8193 http://www.otd.jp 

9045 おんが自動車学校 093-293-2311 http://www.sunsunschool.co.jp 

9032 北方自動車学校 093-961-1431 http://www.kitagata.jds.gr.jp/ 

9003 久留米自動車学校 0942-22-1236 http://www.kurume-ds.jp/ 

9033 古賀自動車学校 092-942-5431 http://www.koga-ds.jp/ 

9030 大善寺自動車学校 0942-26-4121 http://daizenji-scool.com/ 

9018 田川自動車学校 0947-26-1201 http://www.tagawa-ds.co.jp 

9011 筑後自動車学校 0942-52-3116 http://www.c-shako.co.jp 

9014 西鉄自動車学校 092-581-7761 http://nishitetsu-ds.ac.jp/ 

9046 西港自動車学校 093-571-3121 http://nishiminato-ds.co.jp/ 

9031 東福岡自動車学校 092-681-0835 http://www.hds.jds.gr.jp 

9037 福岡市自動車学校 092-681-2531 http://www.fcds.co.jp 

9005 マイマイスクール花畑 092-565-0101 http://www.mymy.co.jp/ 

9006 南福岡自動車学校 092-581-2231 https://www.mfds.co.jp/ 

9012 八幡自動車学校 093-691-5131 http://www.yahata-ds.co.jp/ 

9038 八女中央自動車学校 0943-23-5175 http://www.yame-chuo.co.jp 

9044 レインボーモータースクール福岡 092-963-1421 http://www.rmsf.jp/ 

佐
賀
県 

9108 大町自動車学校 0952-82-3231 http://www.oomachi-mc.co.jp/ 

9105 唐津自動車学校 0955-78-1011 http://www.karatsu-ds.co.jp 

9107 武雄自動車学校 0954-22-3196 http://takeods.com 

9114 富士自動車学校 0952-51-0150 http://www.fuji-d-s.com 

9102 南佐賀自動車学校 0952-22-1278 http://www.minamisaga-ds.jp/ 

9115 南鳥栖自動車学院 0942-82-7855 http://www.minamitosu.gr.jp/ 

長
崎
県 

9209 あたご自動車学校 095-826-6464 https://www.ds-atago.com/ 

9212 諫早自動車学校 0957-26-2429 http://www.isahaya-ds.jp 

9203 浦上自動車学校 095-856-0181 http://www.e-uds.jp 
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長
崎
県 

9215 雲仙自動車学校 0957-63-1155 http://www.unzen-ds.jp 

9219 かんこう自動車学校 0957-23-1667 http://www.kanko-ds.com 

9205 共立自動車学校・日野 0956-47-2124 http://www.kds.co.jp 

9208 佐世保中央自動車学校 0956-32-2500 http://www.chuou-ds.jp 

9213 島原自動車学校 0957-62-5271 http://www.shimabara.co.jp 

9224 新西海自動車学校 0959-27-0136 http://www.shinsaikai.com 

9220 大塔自動車学校 0956-31-9177 http://www.daito.gr.jp 

9202 長崎自動車学校 095-838-2251 http://www.school-n.com 

熊
本
県 

9323 阿蘇自動車学校 0967-22-0737 http://aso-ds.jp/sp/ 

9312 天草自動車学校 0969-22-5281 http://amakusa-ds.co.jp 

9330 大矢野自動車学校 0964-56-2033 http://oyano.jp/ 

9311 菊陽自動車学校 096-232-2301 soumu@kikuyou-ds.co.jp 

9317 大洋自動車学校 0968-74-1314 http://taiyo-ds.jp 

9328 多良木自動車学園 0966-42-2447 http://www.ajioka-const.co.jp/ 

9332 寺原自動車学校 096-353-2111 info@terrabal.co.jp 

9315 八代自動車学校 0965-35-8000 http://www.cat-driving-s.com/ 

9304 八代ドライビングスクール 0965-32-8135 http://yds-web.com/ 

大
分
県 

9407 宇佐自動車学校 0978-38-2111 http://www.usa-ds.jp/ 

9401 大分県自動車学校 097-549-1115 http://www.oitakends.jp 

9402 大分自動車学校 097-569-4003 http://www.oita-ds.co.jp 

9419 大分東自動車学校 097-521-0033 http://www.o-higashi-ds.co.jp/ 

9413 亀の井自動車学校・鶴崎 097-521-2121 http://www.kamenoi.co.jp/school/tsurusaki_index.html 

9408 杵築自動車学校 0978-63-3911 http://www.kitsuki.co.jp 

9422 豊の里自動車学校 0978-22-3115 http://www.tsds.jp/ 

9404 中津自動車学校 0979-22-3531 http://www.nakatsu-ds.com/ 

9403 日田自動車学校 0973-22-6236 http://www.hita-ds.com/ 

宮
崎
県 

9523 梅田学園自動車学校佐土原 0985-73-5510 http://www.umeda-gakuen.co.jp/ 

9501 梅田学園自動車学校日ノ出 0985-24-6755 http://www.umeda-gakuen.jp/hinode/ 

9503 旭興自動車学校 0982-32-6378 http://www.kyokkoh.co.jp/ 

9512 警友自動車学校 0986-38-1001 http://www.keiyu-ds.co.jp/ 

9502 ナカムラ自動車学校 0986-21-2000 http://www.nakamura-ds.co.jp 

9508 日南自動車学校 0987-27-1500 http://nichinan-ds.com/ 

鹿
児
島
県 

9621 阿久根自動車教習所 0996-72-0555 http://www.akune-ds.jp/index.html 

9613 奄美自動車学校 0997-52-5611 http://www.synapse.ne.jp/ads/ 

9619 出水自動車学校 0996-67-0230 http://www.minc.ne.jp/~izumi-ds/ 

9623 出水自動車教習所 0996-62-3000 http://www.ds-izumi.jp/ 

9626 指宿中央自動車学校 0993-22-4045 http://www.ibusuki-ds.co.jp/index.htm 

9617 あいら自動車学校 0995-62-7111 http://www.kagoshimaken-ds.jp/ 

9606 加世田自動車学校 0993-53-2555 http://kaseda-ds.com/ 

9609 鹿屋寿自動車学校 0994-43-2627 http://kotobuki-ds.jp/index.html 
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鹿
児
島
県 

9604 鹿屋自動車学校 0994-43-4141  

9625 霧島マキゾノ自動車学校 0995-76-1155  

9634 空港自動車学校 0995-42-8583 http://kuko-ds.jp/index.html 

9607 串木野自動車教習所 0996-32-9222 http://www.kushikino.co.jp/ 

9608 国分隼人自動車学校 0995-42-6111 http://www.hayato-ds.co.jp/index.html 

9614 志布志自動車学校 099-472-1325 http://www.shibushi-ds.jp/ 

9631 シブシ昭和自動車学校 099-472-0370  

9620 田上自動車学校 099-264-0211 http://www.tagamids.com/ 

9611 谷山中央自動車学校 099-267-1511 http://www.taniyama-ds.co.jp/ 

9630 種子島自動車学校 0997-22-1600 http://www.tanegashima-ds.com/ 

9601 玉里自動車学校 099-226-5050 http://www.tamazato.com/ 

9632 知覧高等自動車学校 0993-85-3205 http://www.chiran.jp/ 

9633 徳之島自動車学校 0997-82-0139 http://ds-tokunoshima.com 

9615 南海自動車学校 0993-72-1061 http://www.nankaids.jp/pc/ 

9610 福崎自動車学校 0996-22-6188  

9602 マジオドライバーズスクール鹿児島校 099-226-1234 http://www.magionet.co.jp/kagoshima// 

9603 南九州自動車学校 0996-25-2121 http://www.nan9ds.com/index.html 

9628 南日本自動車学校 099-261-8200 http://minaminihon-ds.jp/ 

9618 吉野自動車学校 099-243-0073 http://yoshino-ds.jp/ 

沖
縄
県 

9707 安ゲ名自動車学校 098-973-3342 http://www.agena-smile.com/ 

9709 糸満自動車学校 098-992-2138 http://www.itojikou.co.jp/ 

9721 北丘自動車学校 098-972-3188 http://www.kitaoka-ds.jp/ 

9706 コザ自動車学校 098-937-3711 http://koza-ds.com/ 

9719 三和自動車学校 098-72-4578 http://www.sanwa-ds.com 

9714 津嘉山自動車学校 098-889-5542  

9703 壷川自動車学校 098-850-3730 http://www.cptown.net/edu/tsubogawa/nirin.html 

9722 今帰仁自動車学校 098-56-2500 http://www.mco.ne.jp/~nakijin/ 

9715 名護自動車学校 098-52-2973 http://www.nagojikou.co.jp 

9701 波之上自動車学校 098-868-3881 http://www.nds-naha.co.jp/ 

9716 馬天自動車学校 098-947-6431 http://www.baten.co.jp 

9717 牧港ドライビングスクール 098-879-1774  

9713 美池自動車学校 098-938-0788 https://www.miike-ds.com/ 
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