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アットホームな自動車教習所

京都府公安委員会指定自動車教習所

普通一種　普通二種　ペーパードライバー練習　各種講習 (高齢者/初心者/取得時)

きんき安全自動車学校は、すべての教習予約が
オーダーメイドコース

毎回、予約をとる手間が無く、お好きな時間で教習が受けられます

(日曜日/祝日PM5:00)

(その他当所指定日/GW、お盆、年末年始)

楽
しく

免許をとるならここにおいでよ



きんき安全自動車学校は、普通車専門に教習をしている自動車教習所です。

きんき安全自動車学校で実施している教習は下記の3種類です

普通一種免許AT
(オートマチック)

普通自動車免許のオートマチ
ック限定の免許です。この免
許を取得すると、普通車AT車
と原動機付自転車、小型特殊
自動車を運転することが出来
ます。(MT車は運転不可)

普通一種免許MT
(ミッション)

普通自動車のMT車とAT車、
原動機付自転車、小型特殊自
動車を運転することが出来ま
す。将来に中型車や大型車を
取得予定の方はMT免許をお
すすめします。

普通二種免許
(AT・MT)

タクシー、代行運転等の有償
輸送に必要な運転免許です。
普通一種免許を取得してから
運転経験が3年以上必要とな
ります。(欠格期間を除きます)

運転免許は命に係わる大切なライセンス
安全運転は教習所選びから

運転免許取得に求められるものは、車の運転が出来るだけのライセンスではなく、

「私は、安全運転を行い、人の幸せを守ります。」と宣言した人に与えられる大切なライセンスです。

安全運転が出来る人は、私生活においてもステキな人生を送ることが出来ると考えています。

安全運転に必要なのは、高度な運転技術や豊富な知識は勿論ですが、やっぱり優しい心です。

人に道を譲る、人に挨拶が出来る、人に笑顔を与えることが出来る、人に感謝出来る。

きんき安全自動車学校は、そんな「人にやさしいドライバーを育てること」を目標としています。
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きんき安全自動車学校は、普通車専門に教習をしている自動車教習所です。

きんき安全自動車学校の手続きは
❶教習所受付 ❷ホームページ ❸大学生協の3つの窓口にて申込可能です

スタッフ全員でみなさまの教習進行をお手伝いいたします。

●　とっても緊張するタイプなので出来るだけ優しく明るい指導員に教えてほしい。

●　教習の予約や進め方が難しそうなので、教習スケジュールを計画してほしい。

●　土、日曜日が教習所に通いやすいので、出来るだけ休日を利用して教習を受けたい。

このような
方に

おすすめの
自動車教

習所です

きんき安全自動車学校は楽しい教習所です
お客様との心の距離がとっても近い
 　　アットホームな雰囲気です。

2019年から大学生協店舗でお申込いただけるように
なりました。大学生協組合員の方は、生協料金でお申込
いただけるほか、申込特典もございます。大学生協組合
員の方は生協店舗申込がお得ですので是非ご検討くだ
さいませ。　※生協各店舗に大学生協パンフレットがあります。

大学生協運転免許相談会開催中
開催日や日程はホームページにてご確認ください。



技能教習
技能教習に関しては、1段階では1日2時限まで受けられ、2段階になってからは、3時

限受けられます。ただし、連続3時限は受けられませんので、教習間に休憩もしくは、

学科教習があれば教習可能です。(一部高速教習は3連続教習可能です)

きんき安全自動車学校の教習コースは、全国でも珍しい総2階建ての広くて練習しやすいコースです

入所資格
〈普通一種〉

入所資格
〈普通二種〉

普通一種
● 満18歳以上の方(18歳の1ヶ月前からご入所可能)
● 視力が片眼0.3、両眼0.7以上の方(眼鏡コンタクト使用可能)
● 赤・黄・青色の識別が出来る方
● 運転免許が停止、または取り消し期間中でない方
　 (身体的、精神的、運転に支障をきたすような方は、ご相談ください)

普通二種
● 満21歳以上の方で普通、準中型、中型、大型、大特のいずれかの運転免許をお待ちで運転経験
　 3年以上の方
● 視力が片眼0.5、両眼0.8以上の方(眼鏡コンタクト使用可能)
● 深視力検査に合格された方
● 運転免許が停止、または取り消し期間中でない方
● ご不明な点は、お問合せください

入校日の
ご案内

水曜日　　18：10～20：00
土曜日　　15：00～16：50
日曜日　　13：00～14：50

土曜日

普通二種普通一種

※時期によって時間変更があります

※事前にお電話にてご予約の上、手続きが必要です



入所
説明会

運転適性
検査

先行学科
1教程

修了検定
技能試験

修了検定
学科試験

卒業検定
技能試験

1段階
学科教習

模擬
テスト
(50問 )

1段階
技能教習

模擬
テスト
(95問 )

不合格 不合格

合格 合格

不合格

合格卒業

※最低１限以上の補習教習 ※最低１限以上の補習教習

住民票住所地
運転免許試験場

申請

二輪免許所持の方は免除です。

※ご卒業の日程については、個人差があります。

入所日 教習1段階 教習2段階

きんき安全自動車学校は、すべてのお客様を

「オーダーメイドコース」にてサポートさせていただきます。(無料)
お急ぎで卒業をご希望の方には「速成コース」があります。(有料:料金表をご覧ください)

教習の流れ

お客様のご予定を
お聞きして計画します

※オーダーメイドコースとは、お客様にご予定をお聞きして、受付スタッフが計画表を作成します。毎回、教習予約を行う手間がありません。
　(オーダーメイドコースは最短卒業を目指すコースではありません。)

学科教習
学科教習に関しては、先行学科教習1教程を受講後、以後の学科教習は1日の制限

なく受けることが可能です。しかし、2段階学科教習では、一部技能教習とセットで受

けるセット教習と連続3時限受講する応急救護学科教習があります。

きんき安全自動車学校の教習コースは、全国でも珍しい総2階建ての広くて練習しやすいコースです

●みとめ印鑑  (シャチハタ印使用可能)

●発行日から6ヵ月以内の住民票本人様分1通（本籍地と日付の記載必要、マイナンバー無記入のもの）

●その他、学生証(学生の方は必須)、健康保険証 / 住民基本台帳カード / パスポート / 在留カード(日付入り)等

●眼鏡、コンタクトレンズが必要な方は、ご用意ください。(カラーコンタクトレンズ不可です。)

手続きに必要なもの
ローンご利用の方は
事前に信販会社の

審査が必要となります。
お早目のお手続きを
お願いいたします

2段階
学科教習

2段階
技能教習

※大学生協組合員様は大学生協各店舗でお手続きください。



写真

設備の整った学科教室

リラックスできる待合所

教習コースは広い2階建て

学科試験対策も万全

教習時間割とLINEでラクラク予約

各種講習のご案内

※月曜日定休日です。日曜日/祝日1組から８組までの時間短縮教習となります。※曜日や閑散時期によって時間短縮があります。

01時限

02時限

03時限

04時限

05時限

06時限

07時限

08時限

09時限

10時限

  9:10 ～ 10:00 

10:10 ～ 11:00 

11:10  ～12:00 

13:00  ～13:50 

14:00 ～ 14:50 

15:00 ～ 15:50 

16:00 ～ 16:50 

17:10 ～ 18:00 

18:10 ～ 19:00 

19:10 ～ 20:00 

教習時限 教習時刻(50分教習)

教習時間割表

初心運転者講習
運転免許を取得してから1年以内に一定の違反をされた方を対
象に講習を受けることになっています。(任意)講習を受講されな
い方は、運転免許試験場での再試験となります。それに不合格に
なると免許取り消しとなります。

高齢者講習

〈すべて事前予約制です〉

高齢者の方が運転免許を更新する際は、法定講習の受講が決め
られています。法定講習の内容は、学科講習、運転適性検査、技
能講習を行います。また75歳の以上の方は、「講習予備検査」が
必要となります。ご予約は、お電話にてお取りください。

教習予約をスムーズに !! LINE アプリをご利用の方に

技能教習空き時間をお知らせします
※ご予約は先着順となりますのでご了承ください。 ※LINEは LINE株式会社の通信アプリです。

充実した教習環境
　館内リニューアル済



通学に不便な方には『無料自宅送迎』を実施しております。 片道約20分圏内は、ピンポイントで無料送迎いたします。
ご自宅・お勤め先・最寄の駅・ご指定の場所⇔当校を無料で送迎。 お迎え場所とお送り場所が異なっていてもOKです。
※エリアによってはご希望に添えない場合もございます。(最寄りの地域まで送迎いたします。)

きんき安全自動車学校の無料送迎バス

ペーパードライバー練習
運転免許を取得後、あまり運転していない方や運転に自信を無
くしてしまった方は、親切丁寧に指導いたします。
練習は、技量や精神的な状態を判断して、お好きな時間数、練習
内容で行うことが出来ます。(1時限/50分)

取得時講習
運転免許試験場で一般受験して合格された方を対象に本免許
証の交付を受けるための講習です。
危険予測教習、高速道路講習、応急救護処置講習などを受講し
ていただきます。ご予約はお電話にて承ります。

ピンポイント送迎
無料

最寄駅学 校 ご自宅 お勤め先

お客様の通学を快適にサポートする
片道約20分圏内はご指定の場所まで

各種講習
ご予約連絡先 075-872-1881 受付時間　|　AM9:00-PM7:30(日曜日/祝日PM5:30)

定 休 日    |   月曜日　(その他当所指定日/GW、お盆、年末年始)

直接教習所でお申し込み可能です。　　四輪駐車場完備しております。(満車の場合、受付にご相談ください。)

※ピンポイント送迎のご利用は、事前予約制となります。前日営業日PM12:00までにお願いいたします。
※繁忙期（１～３月とその他送迎バス利用者が混雑している時期）は、最寄り駅又は幹線道路までの送迎となります。

き きん

立命館大学 同志社大学

花園大学

京都外国語大学

京都光華女子大学
龍谷大学
(大宮）

京都先端科学大学
京都嵯峨芸術大学

京都大学
桂キャンパス

京都経済
短期大学

嵐山方面

桂坂方面

洛西方面
桂方面

南区方面

中京区
方面

下京区
方面

ピンポイント
送迎エリア
(予定路線)

※約20分圏内で到着
出来ない場所につきましては

要相談となります。

き きん

※送迎キャンセルの場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

桂駅
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きんき安全0120-30-1881

〒615-0056　京都市右京区西院西貝川町72

連絡先：075-872-1881　　FAX：075-872-1892

https://kinki-co.jp/

●京都府指定自動車教習所協会   
●全日本指定自動車教習所協会連合会   
●指定自動車教習所公正取引協議会  

ホームページから
お申込・資料請求が
出来ます。

所在地

連絡先

普通一種　　普通二種

高齢者/初心運転者/取得時講習　ペーパードライバー練習

教習車種

各種講習

主要駅からの

所 要 時 間

◆ 阪急京都線西院駅下車　　　>徒歩約18分　>無料送迎バス約7分
◆ 阪急京都線西京極下車　　　>徒歩約15分　>無料送迎バス約4分
◆ 京都市営地下鉄太秦天神川　>徒歩約15分　>無料送迎バス約4分

※GoogleMAPによる所要時間です。　自転車/二輪車駐輪場があります。

◆月曜日定休日　◆二輪・自転車駐輪場あります　

きんき安全自動車学校

桂坂

洛西NT

京都嵯峨芸術大学

スーパーオートバックス
京都ワンダーシティ

京都
外国語
大学

京都
ファミリー

三菱自動車
京都製作所

京都光華
女子大学

郵便局

四条通り 至祇園至松尾

五条通り至亀岡 至山科

葛
野
大
路
通
り

天
神
川
通
り

きんき安全自動車学校近郊マップ

●最寄り市バスバス停は「京都外大前」になります。

コンビニ

コンビニ

きんき安全自動車学校所在地

花園

スマートフォンサイト

京都大学桂キャンパス

約20分圏内ピンポイント送迎
お客様のご指定場所にお迎えに伺います。
詳細場所はお電話にてお問合せください。

亀岡方面の方は
最寄りのJRまで送迎いたします

山科方面の方は
京都市営地下鉄太秦天神川までご乗車ください

(山科駅からの場合、JR西大路駅までご乗車ください)

大阪方面からの通学に便利な教習所
阪急京都線　西院駅/西京極/桂駅送迎あります

京都市営地下鉄
東西線

京都市営地下鉄
東西線

きんき
安全自動車
学校
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