
せんまや自動車学校     

農村体験 × 
 

岩手県一関市で運転免許、合宿教習！卒業まで最短１７日間。 

４泊は農家にホームステイ。人とのふれあい・農作業・生活の 

体験が運転免許と同様、一生の宝になります！ 
 

 

 

 

 

 

  ホームステイで 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
料理・郷土食 

生活力 

地方を知って 

視野も広がる 
農作業で 

「農力」ｱｯﾌﾟ!? 

 

運転免許で 

行動力 

入校生募集中!! 

 

普通車ＡＴ・ＭＴ 

大人のスキル 
レベルアップ！ 

 

お問い合わせ先 企画 (株)まるく 
(株)千厩自動車学校 

０１９１-82-3111 
岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町 29 3 階 

E ﾒｰﾙ ich.newtourism@gmail.com 



農村体験×合宿免許 

二輪・大型・大型特殊・二種免許教習も可能です。 

自動車教習：(株)千厩自動車学校        岩手県一関市千厩町千厩字中木六 30 

 

農村体験企画：いちのせきニューツーリズム協議会 岩手県一関市花泉町涌津字一ノ町 29 

 

募 集 催 行：(株)まるく            岩手県一関市赤荻字雲南 171-2 

 

最短卒業日：入校から 17 日目(AT)、19 日目(MT) ※季節により変動します 

 

申 込 条 件：人数 1 名から 5 名まで(宿泊は一室または男女別相部屋となります) 

 

申 込 期 間 :平成 29 年９月１日から平成 29 年 11 月 30 日 

 

滞   在 ：途中４泊は一関市内の農家ホームステイ(３食付)、 

12 泊(AT)14 泊(MT)はホテルでの宿泊、３食付(入校・卒業日は２食) 

 

体験・観光：農家ホームステイ中は農作業体験、料理など生活体験。 

気仙沼観光のための自由行動日あり。 

料金(税込)：ＡＴ277,606 円 ＭＴ291,700 円 検定・教習・宿泊料金込み  

 

  ※一関市(一ノ関駅)までの交通費は含まれません。保証を超えた場合下記の追加料金が発生します。 
1回につき 技能教習・所内 4,698円路上 4,806円 検定 6,480円 仮免学科試験 1,700円 宿泊 1泊 4,860円 

 

≪入校から卒業までのスケジュール（ＡＴ限定・最短日程）≫ 
 １日目(日曜日) 入校日 11:30 一ノ関駅西口銅像前集合  

集合場所からスクールバスでご案内します。 

 １～８日目 宿泊 気仙沼のホテル(シングル：アコモイン気仙沼 ツイン：ラジェントイン気仙沼) 

４日目 教習休み(気仙沼・自由行動、ホテルに無料レンタサイクル有り) ８日目 予備日 

 ９～12日目 宿泊 農家民泊①(一関市内) 11日目 教習休み 農業体験 (農家にて) 

 13～16日目 宿泊 気仙沼のホテル 

 17日目(火曜日)  卒業検定 卒業 

※ＭＴ免許の場合は２日早い金曜日が入校日となり、最初の金曜日・土曜日はホテル泊となります。 

 

≪一関へのアクセス≫ 時刻・料金などはすべてご自身でご確認ください 

東京から ＪＲ 東北新幹線 やまびこ 43号東京 8:48発→一ノ関 11:23着 12,620円(指定席) 

              はやて 113号一ノ関 16:56発→東京 19:08着 12,620円(指定席) 

     岩手県交通「ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ号」 池袋駅西口 22:40発→岩手病院前(一関)05:03着 7,510円 

                  岩手病院前(一関)23:59発→池袋駅西口 6:41着 7,510円 

仙台から 東日本急行バス 所要時間 1時間 20分 30～60分毎に運行 片道 1,500円 



農村体験×合宿免許 

  
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親切な指導と快適な教習車・コースで 

楽しく免許取得！ 

宿泊ホテルは気仙沼にあります！ 

 

 

快適な空間をお約束する気仙沼市内の 

2 つのホテル 

アコモイン気仙沼：accommo-inn.com 

ラジェントイン気仙沼：lagent-inn.com 

毎日食べるお米や野菜を生み出す  

農家・農村の底力を泊まりながら体感！ 

イメージ 

 

 

イメージ 

 

 



０１９１-８２-3111 

◆契約内容 
 ・ご提供する内容(料金に含まれるもの) 
  せんまや自動車学校(岩手県公安委員会指定)での普通自動車教習(AT・MT) 
   教習保障内容 最短教習時間・回数に加えて 修了検定・卒業検定各１回 技能教習 3時間まで 
  教習滞在最短期間 AT限定免許 16 泊 17日 ＭＴ免許 18 泊 19日 
  滞在期間中の宿泊及び食事(入校日昼食から卒業日昼食まで) 
   宿泊内容 12泊は旅館での 1 室 1～２名での宿泊、4 泊は一関市内の農家での１グループ１室での宿泊 
   食事内容 原則として朝食、夕食は宿泊場所で提供。昼食は自動車学校併設食堂または体験先農家提供。 
  農業・農村体験 農家宿泊時の教習時間外及び自動車学校休業日(水曜)に提供。 
   体験内容は季節・天候等により異なり、屋内外農作業・料理づくり・その他農村生活の体験となります。 
 ・お支払いただく料金及びお申込み時期 
  ＡＴ限定免許 277,606円(税込) MT免許 291,700 円(税込) ※教習保証内容を超えた場合追加料金が発生します。 
  入校希望日の 10 日前までにお申し込み下さい。受付後料金振込先など必要な連絡をさせていただきます。 
◆年齢の条件 
  満 18歳以上 ※修了検定日に満 18歳になる方であれば入校できます。 
◆身体の条件 

自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと ※身体に障害をお持ちの方は事前にご相談ください 

・視力 片眼 0.3以上かつ両眼 0.7 以上(普通車) 視野 150度以上。赤・青・黄の 3色の識別ができる方 ※眼鏡・コンタクト使用可。 
・聴力 普通の会話が聞き取れる方   ※ 補聴器可。聴力に障害をお持ちの方は事前にご相談ください 

・語学力 普通の日本語の読み書きができ、その内容を理解できる方 

◆注意事項 
身体に障害がある方は、予約時にお申し出ください。運転に支障のある障害及び運転に影響する病気（症状等）がある方は、各都道府県

の運転免許センターで「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください。適性相談の結果、不適切の場合の方は受付できません。尚、
適性相談票は入校時に必ずお持ちください。 
交通事故・違反による行政処分を受けた方は、可能であれば「運転免許記録証明書」を各都道府県の自動車安全運転センターにて発行し

てもらい、自動車学校までお持ちください。免許取り消しによる行政処分を受けた方は、自動車学校の窓口にお問合わせ頂き、必要書類
（「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」など）の有無を必ずご確認ください。 
現在お持ちの免許証と住民票が違う場合、免許証の住所を変更してからお申込みください。各種書類が必要な場合、入校までに各都道府

県の自動車安全運転センターにて発行してもらい、自動車学校までお持ちください。欠格期間を終了していない方は受付できません。 
お客様の住民票等に記載の住所が一関市の場合、本チラシ掲載の内容での入校をご遠慮いただく場合がございます。 
※上記内容について虚偽申告又は必要な手続きをされなかった場合は、自動車学校においてご入校をお断り（教習の中断を含む）する場

合がございますのでご留意ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

募集催行 (株)まるく 岩手県一関市赤荻字雲南 171-2 岩手県知事登録 旅行業第３種-226号 

                受付：毎日 時間９：００～１９：００ 

お申し込みの前に必ずお読みいただき、ご了承の上お申込み下さい 未成年の方は保護者の方とご一緒にお読み下さい 

◆規約事項 
１．お申し込みの成立時期 
この申込みの成立時期は、お客様が料金全額をお支払いいただいた時に成立するもの
とします。 
２．申し込みに際してのご注意 
(1)未成年者の申込みには、親権者の同意が必要です。所定の同意確認書に親権者名
を自署・捺印の上、入校日迄に当社又は自動車学校へご提出下さい。ご提出頂けない
場合、予約無効となることがあります。 
(2)入校される方に長期にわたる持病、食物や環境変化によりアレルギーを発症する
体質、又は障がいがある場合は、申込みの時にご申告下さい。 
３．お支払時期と方法  
所定期日までに当社指定の銀行口座に振込にてお支払いいただきます。振込手数料は
ご負担ください。当社の定めた期日までにお支払いいただけない場合、予約無効とな
ることがあります。 
４．解約及び解約手数料  
お申込み成立後、お客様のご都合により解約された場合は、下記に定める解約手数料
をいただきます。教習料金より解約手数料及び振込手数料を差し引き、残金をご返金
させていただきます。 
(1)ご契約後から入校予定の 4 日前まで・・・15,000 円（消費税込） 
(2)入校予定日の 3 日前から入校当日・・・30,000 円（消費税込） 
５．中途退校 
入校後、お客様のご都合により中途退校される場合は、自動車学校所定の計算方法に
基づき、当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引きご返金いたします。（た
だし、教習の進度によってはご返金できない場合、あるいは追加料金を請求する場合
があります）。なお、必要費用の実費とは、入学金・学科教習費・技能教習費・教材
費・宿泊費・食費・その他諸経費のことを指します。 
６．契約の解除及び免責事項 
天災地変、労働争議、法令の制定、改廃、その他やむを得ない事由により、安全かつ
円滑な教習が実施不可能な時、入校契約を解除または教習内容を変更させていただく
場合があります。また、上記事由及び次に例示するような事由によりお客様が損害を
被られた場合において、当社および自動車学校は責任を負いかねます。 
(1)滞在中、お客様の不注意により発生した事故、または相手方の不注意により発生
した事故にかかわる損害。 
(2)自由行動中の事故。 
(3)お客様の管理下にある金品の紛失・盗難、疾病による損害。 
(4)その他、自動車学校・宿泊体験先の責に帰さざる事由により生じた損害。  
７．お客様の義務と責任                                           
お客様が入校してから卒業までの期間に、下記に該当した場合、退校していただく場
合があります。退校後は宿泊、体験などもその時点をもって終了となります。 
(1)自動車学校規則、自動車学校職員の指導に従わなかった場合                   
(2)不正な行為を行って教習・検定を受けた場合、法令や公序良俗に反する行為を行
った場合 
(3)お客様の行為により自動車学校もしくは他の教習生等が損害を受けるおそれがあ
る場合、また受けた場合    
         

(4)入校される方が事前に疾病を発症中又は長期にわたる持病をお持ちか、食物や
環境変化によりアレルギーを発症する体質をお持ちで、当社及び自動車学校がこ
れらの事実を申込み後或いは入校後に知った場合  
８．その他 
(1)掲載する料金その他の内容は 2015 年 12 月３日現在のものです。料金は予告
なく変更する場合があります。 
(2)入校時の適性検査の結果如何によって、入校できない場合があります。その際
の往復交通費、適性検査費用等は自己負担となります。またその際も当社が行っ
た入校手続き手数料として 30,000 円を申し受けます。心身において運転に不安
のある方は必ずお申込み前にご相談下さい。 
(3)往復交通費はお客様の自己負担となります。 
(4)刺青・タトゥーをされている方の申込みはお断り致します。 
(5)母体保護のため、妊娠中の方のご入校はお断り致します。 
９．宿泊・体験施設 
●宿泊・体験施設について 
(1)この企画は、自動車学校及び体験提供先との提携によるものです。宿泊先(旅
館)は当社による手配、体験先(農家)はいちのせきニューツーリズム協議会による
手配となります。宿泊施設等には、各々の約款が適用されます。 
(2)お客様による宿泊先及び体験先の指定はできません。ご入校後に、都合によ
り、宿泊先、体験先を変更させていただく場合があります。変更に伴い、食事、
体験場所・内容が変更になる場合があります。 
(3)宿泊・体験先により門限、飲酒禁止、室内喫煙禁止等の規約・ルールが設けら
れている場合があります。 
(4)各宿泊施設において、男女の同室・相部屋は出来ません。男女グループの場合
はご相談下さい。 
(5)グループ・同室の宿泊プランの場合でも、教習進度によってご卒業日が異なる
場合があります。この場合、卒業検定に合格された方はその日のうちにご退出い
ただく必要があります。あとにご卒業の方は相部屋またはシングル部屋などへ移
動して頂く場合がありますのでご了承下さい。 
●料金に含まれる保証内容について 
(1)仮免学科試験に 3 回不合格になった場合は、一時帰宅して免許センターで直接
仮免許試験に合格し、仮免許証を取得した後、再入校していただくことがござい
ます。その際の交通費は自己負担となります。 
教習料金に含まれる保証内容は、卒業時に終了します。保証期間内の卒業であっ
ても、技能教習費、宿泊費等の払い戻しはいたしません。また、お客様の任意都
合での延泊は出来ません。 
(2)お客様の不注意、故意（病気、ケガ、遅刻を含む）による教習・検定の欠席及
び延長があった場合、又は道路交通法に定める課程修了の見込みがないと自動車
学校が判断した場合、保証の対象外となり、実費をご負担いただきます。 
(3)天災その他の理由で、入校当日交通機関に遅れや運休が発生した場合、入校日
を変更していただく場合があります。また交通機関の遅れ等の理由で集合時間へ
遅れて到着された場合、教習所までの交通費（タクシー代等）は自己負担となり
ますのでご了承下さい。 
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によ
ります。当社旅行業約款は標準旅行業約款に基づいています。 
本規約は、お客様と(株)まるくとの規約となります。 

お問い合わせはお気軽に！ 
いちのせきニューツーリズム協議会 


