
フレッシュ
入校から卒業までお客様と
相談しながら進めていきます。
送迎や教習など、とにかく
何でも聞いてください！

笑顔
いつも笑顔でお客様を
お待ちしています。

予約の変更などお気軽に
ご相談ください。

丁寧
困った事があったら
何でも相談下さい。
送迎バスや

教習の取り忘れにも
対応できるように
がんばります！

元気
元気だけは誰にも負けません。
運転の楽しさが伝わるように
笑顔でがんばります！

運転免許も資格のひとつ。明るく楽しい自動車学校へ行こう。
自動車教習所
専用アプリ D-Sma

わたしたちの自慢は
　なんと言ってもスタッフです。

一生に一度の運転免許だからこそ、一生
の思い出にして欲しい。『我々に関わる全
ての人を心の底から感動させよう』を社
是にスタッフがお客様をお迎えします。卒
業生が、取ったばかりの免許証を持って
気軽に遊びに来てくれる、そんな自動車
学校を目指しています。

優しさ
私の大切にしている事は“優しさ”です
初めての運転は緊張する事が多いので

少しでも我慢しないよう
笑顔と優しさで教習します

月に一回イベントを行っています
皆さんに喜んでいただける

楽しいイベントを計画していますので、
ぜひ遊びにきてください！

楽しく フレンドリー
とにかくお客様が大好きです
大好きなお客様に心の底から
喜んでもらえるよう元気いっぱい

お待ちしています！

熱意
私は一生懸命が大好きです

教習が終わった後の休憩時間でも
わからないことがあれば
いつでも聞きにきてください

プッシュ通知を利用して、連絡事項をお届け
する機能です。大事な連絡を見落とすこと
なく、いつでも見ることが出来ます。

教習所の方と簡単なチャットを送り合える機能で
す。インターネットに繋がっていれば、ほぼリアル
タイムで更新され、未読や既読も分かりますので、
メッセージが届いたかが簡単に確認出来ます。

教習所のHPをアプリの中から見ることが出
来る機能です。アクセス方法や営業時間、電
話番号などを簡単に調べることが出来ます。

時間割形式で自分の予定を把握出来る機
能です。明日の講習がすぐに分かります。

お得なキャンペーン情報を受け取ることが
出来る機能です。タッチでコピーが出来るの
で、そのまま紹介に利用することが出来ます。

お知らせ

チャット

教習所(HP)

予約確認

紹　介
iOS向け Android向け

さらに便利になりました！
～在校生サポートシステム～

●24時間いつでも携帯から予約や
キャンセルができます。
●指導員の指名、苦手な指導員の
拒否や指定ができます。

24時間いつでも携帯

教習予約システム

●長岡地区最多の指導員が在籍し
ています。●お気に入りの指導員を
指名できます。●苦手な指導員の拒
否や指定ができます。●女性の指導
員も優しく指導してくれます。

自分に合った

指導員を指名できる
模擬テストシステム

満点様

●仮免学科試験向け、本免学科試験向けの模
擬テストができるシステムです。●中越自動車
学校が過去の傾向を分析して作成した独自の
テスト対策用問題で合格率アップをサポートし
ます。●ご自宅のパソコンや携帯電話からも
24時間利用できるので、いつでもどこでも空
き時間を活用してテスト対策ができます。

安心パック 当校でお支払いいただく料金は全て最短時限の教習料金となっております。安心パックをお申込みいただくと乗車で
補習の場合でも保証内容までは追加費用の請求がないので安心して教習に専念できます。

※入校時のみ安心パックにお申し込み出来ます。申込書に記載のない場合は追加でお申し込みできません。※保証期間はご入校日から３
カ月間です。※お申し込み後の取り消しは出来ません。また、ストレートで卒業された場合等でも返金はございません。※３０歳以上のお客
様はお申し込みできません。※乗車の補習のみに適用され、学科試験・検定不合格の場合や保証時限を超えた場合は追加で費用が発生
します。※当日キャンセルや無断キャンセルは保証外となります。

プラス15,000円で５時限（３万円分）保証安心パック
5 プラス30,000円で10時限（６万円分）保証安心パック
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ご
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約

参考例 〈ハイスピードプラン〉 １６日～20日

詳しくは
HPを
チェック！

適正検査

学科教習
技能教習

効果測定

修了検定

応急救護
仮免学科試験
卒業検定

ハイスピードプラン

AT14日～／MT16日～
プラス プラス80,000円
取得期間

プラス料金

とにかく早く
免許がとりたい
自分で予約を取るのが面倒
だから全部組んでほしい

混んでいる中でキャンセル
待ちしたくない

スピードプラン

夏休みや
春休み中に
免許が欲しい
友だちと遊ぶ日もほしい

キャンセル待ちも大変だし、
時間を無駄にしたくない

スケジュールプラン

学校とバイトなど
でなかなか忙しい
そんなに急がないけど
スケジュールを立ててほしい

車学で無駄な時間を過ごし
たくない

入校日を決めていただければ卒業
日が決まります。ATなら最短で14
日・MTなら最短で16日から卒業
可能です。

31日以内
プラス プラス50,000円
取得期間

プラス料金

入校時にお客様の都合に合わせ
て入校から卒業まで予定を組み
ます。一か月以内で免許が取れる
ので、長期休暇期間中に取得で
きます！

45日
プラス プラス30,000円

取得期間

プラス料金

お客様の都合に合わせて入校か
ら卒業まで予定を組みます。学校
やバイト、部活などと両立が可能
です。お友だちと全く同じプランを
組むことも可能です。一緒に楽しく
通えます！

サポートプラン

授業予約が
スムーズに
取れるのか不安
自分で計画を立てるのは得意だ

自動車学校に慣れたら、友達と
一緒にスケジュールを組みたい

プラス20,000円
プラス料金

入校時にお客様の都合に合わせ
て入校から仮免取得まで予定を組
みます。教習になれる頃まで、こちら
でプランを組んでサポートするので
安心です。また、仮免までのプラン
料金なのでとってもお得です！

マイペースプラン

学校やサークル、バイトの
スケジュールが直前まで
わからない

のんびり
マイペースに
通いたい

0円
プラス料金

自分の予定に合わせて携帯やパ
ソコンから、教習ごとに予約をとっ
て頂きます。24時間自由に予約や
キャンセルができます。

こんな方に
オススメ！！

こんな方に
オススメ！！

こんな方に
オススメ！！

こんな方に
オススメ！！

こんな方に
オススメ！！

※各プランは規定時限の期間です。補習や再検定の場合はその時間に応じて卒業日程が延長されます。（税込）

中越自動車学校のオススメ 長岡文化自動車学校のオススメ

全車新車へ！ さらに今年は増車が決定！
タブレットには教本の他、コースや、教習車を外から撮った画像などが入っていて
本当に教習の質が上がります！さらにバージョンを上げ、
現在新システム導入準備中！お楽しみに☆ちなみにバイクも全て新車です☆

全車種でドライブレコーダーオススメ3

自宅や学校・バイト先から送迎バスに乗れます。お一人様から
完全無料送迎。バスに搭載されたGPSにより、バスが近づくと
メールが来るので待たずに乗れます。路線が決まっていないので、
柔軟に送迎ができます。
遠方の方も、女性も安心！！
好きな場所から利用できます。

送迎バス予約システムバスキャッチオススメ2

県内最大コースの完成をはじめ、在校生をサ
ポートする送迎バス予約システム、教習予約シ
ステム、模擬テストシステムに加えて、待合室は
広 し々たスペースに3台の大型テレビが設置さ
れています。リニューアルしたトイレも当校の自慢
です。校内には食堂もあり、コンビニまで徒歩3分。
免許センターまで徒歩5分の好立地です。

県内最大コースをはじめ設備が充実オススメ1
長岡駅から送迎バスで7分。北長岡駅
からは歩いて5分！アピタへも送迎バス
で6分で行けるとっても駅チカの好立
地！見附や三条からでも気軽に通えま
す。校舎もキレイで教習車も新車を導
入。女性専用ルームも完備しているの
で女性のお客様がとっても多いです！

何といっても駅から近い！オススメ1

文化の自慢は何といっても学科の合格率。
常に県内自動車学校の中でもトップクラ
スを誇り、トップ１０に入ります。
学科合格率No.1を目指して今日もわかり
やすく、楽しい学科教習をしています。また、
文化は二輪に自信があります！バイクの
入校者数はエリアNO.1の実績です！

学科の合格率がとっても高いオススメ2

文化のスタッフには別の顔があります。保育園・幼稚園をはじめ、小中高校へ
交通安全の普及にお呼びがかかればすぐに駆け付ける部隊がいるのです。
現在ブンカレッドとブンカブルー。次は何色レンジャーが増えるでしょうか（笑）

事故0戦隊ブンカレンジャーオススメ3

スマホでチェックできる！

指導員をランキングで表示でき、
自分に合った指導員を選ぶことができます。
指導員を１０点満点で評価、コメントも可。

県内初導入

はじめてみようドローン操縦士
ドローンを安全に飛ばすための知識と技能を指導いたします
大空を自由に飛行できるドローンに想いをたくしてみませんか?

運行管理者講習 ● 運行管理者の方 
● 運行管理者に選任された方

基礎講習 ● 運行管理者を目指す方 
● 運行管理補助者をする方貨物 旅客

一般講習
貨物 旅客

〒940-0028 新潟県長岡市蔵王３丁目１－１

☎0258-24-0512
℻0258-24-0655

ドローン教習 ： 新潟中越校

bunka.cds625.com/

 長岡文化自動車学校内（担当 吉野）

中越自動車学校

長岡・上越
で開校！

お
問
合
せ

お
問
合
せ

お申し込みはFAXまたはメールでとなります。詳しくはHPをご覧ください

FAX.0258-22-2337
メール ： cds-unko@cds625.com〒940-1139 新潟県長岡市高島町780番地

中越自動車学校では国土交通大臣（国自安第１７２号）の認定を受け
運行管理者講習を実施しております。是非ご利用下さい。


