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二輪車安全運転講習会案内
●講習内容は、都合により変更になることがあります。　●詳細は、直接各施設にご確認ください。

名　称 住　所 電　話 交　通 練習コース 備　考
自動車安全運転センター 〒312-0005 029-265- 9555 常磐那珂有料道路 ①青少年運転指導ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ４日 申込先：自動車安全運
安全運転中央研修所 茨城県ひたちなか市新光町605-16 中央研修所 ひたち海浜公園口200m ②24歳以下トクトクコース２-1日 転センター各都道府県

http://www.jsdc.or.jp/school/ken.htm JR勝田駅よりバスで 事務所・安全運転中央
約15分 研修所

鈴鹿サーキット交通教育 〒510-0295 059-378-0387 近鉄線白子駅よりタクシー①初級コース サーキット体験走行
センター 三重県鈴鹿市稲生町7992 で約15分 ②初級ステップアップコース あり

鈴鹿サーキット内 ③ナイスミドルコース 団体の場合は、特別
http://www.mobilityland.co.jp/stec/ ④中級１日・半日コース カリキュラムの設定

⑤中級2日コース が可能
⑥レディースコース
⑦上級コース
⑧オフロード入門

アクティブセーフティ 〒321-3597 0285-64-0100 JR宇都宮駅よりバス ①入門AM・PMコース サーキット体験走行
トレーニングパーク 栃木県芳賀郡茂木町桧山120-1 で約90分 ②初級１・２コース あり
もてぎ http://www.mobilityland.jp/astp/ JR水戸駅よりバスで ③初級コース 団体の場合は、特別

約90分 ④レディースコース カリキュラムの設定
真岡鉄道茂木駅より ⑤中級１日・2日コース が可能
バスで約15分 ⑥タンデムコース

⑦トレッキングスペシャル
交通教育センター 〒351-0111 048-461- 1101 東武東上線和光市駅 ①初中級半日AM・PMコース 団体の場合は、特別
レインボー＜和光＞ 埼玉県和光市下新倉5-27-1 又は成増駅よりタクシー ②レディース半日AM・PMコース カリキュラムの設定

http://www.rms.co.jp/ で約7分 ③サンセット が可能
交通教育センター 〒350-0141 049ｰ297-4111 JR桶川駅よりタクシーで ①入門コース 団体の場合は、特別
レインボー＜埼玉＞ 埼玉県比企郡川島町出丸下郷53-1 約15分 ②初級コース カリキュラムの設定

http://www.tec-r.com ③ナイスミドルコース が可能
④バランスファーストコース
⑤レディースコース
⑥中級コース
⑦バランスセカンドコース

交通教育センター 〒433-8118 053-437- 5551 JR浜松駅より9km車で ①初級コース 団体の場合は、特別
レインボー＜浜松＞ 静岡県浜松市中区高丘西2-34-14 約20分 ②中級コース カリキュラムの設定

http://www.rainbow-rs.com/ ③中級半日コース が可能
④サンセット

交通教育センター 〒431-1305 053-527-1131 天竜浜名湖線気賀駅 ①初級コース 団体の場合は、特別
レインボー＜浜名湖＞ 静岡県浜松市北区細江町気賀5200-5 よりタクシーで約3分 ②初級・中級コース カリキュラムの設定

http://www.tec-r.com/hamanako/ ③初・中・上級バランスコース が可能
④レディース・ナイスミドル

交通教育センター 〒811-0121 092-963-1421 JR筑前新宮駅より徒歩 ①初級ベーシック２Hコース 団体の場合は、特別
レインボー＜福岡＞ 福岡県粕屋郡新宮町美咲1-5-53 約5分 ②初級・中級ベーシック３Hコー カリキュラムの設定

http://www.rmsf.jp/ ③初級バランス が可能
④初級・中級スラローム

交通教育センター 〒869-1231 096-293-1370 JR肥後大津駅より ①初級コース 団体の場合は、特別
レインボー＜熊本＞ 熊本県菊池郡大津町平川1500 タクシーで約5分 ②レディースコース カリキュラムの設定

http://www.hsr.jp/ ③中級・上級1日・半日コース が可能
④バランス半日コース
⑤タンデム半日コース

スズキ二輪車教習所 〒438-0233 053-440-2172 ＪＲ浜松駅 ①安全運転講習会（半日コース） 申込先：スズキ㈱ 
静岡県磐田市竜洋町駒場 4935 よりタクシーで約20分 ②セーフティスクール(1日コース 安全運転課

TEL 053-440- 2172
担当：金原

公認二輪専門校 〒436-0224 0537-24-5195 JR掛川駅・袋井駅・天竜 ①安全運転講習会（1日コース） この他、学校・職場
ヤマハテクニカルセンタ  静岡県掛川市富部28 フリーダイヤル 浜名湖線森駅より 原付コース／自動二輪コース の状況に沿った安全

http://www.yamaha-motor.co.jp/tc/ 0120-819410 送迎バスあり約15から ②セーフティライダーｽﾞスクール 講習会を企画可能。
FAX 20分 （半日） 提携宿泊施設有り。
0537-24-3209 天竜浜名湖線桜木駅 座学コース／実技コース 全国各地への講師、

より徒歩約5分 ③企業安全運転指導者養成 車両機材等の搬送
講習会（1日コース） 可能。

カワサキライディング 〒673-8666 078-922-2530 JR明石駅より ①安全講習 団体の場合は、特別
スクール 兵庫県明石市川崎町１－２ スクールバスあり約10 ②職域講習 カリキュラムの設定

http://www.kawasaki-rs.com ③初心者講習 が可能
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二輪車の講習情報
●講習内容は、都合により変更になることがあります。　●詳細は、直接各施設にご確認ください。

名　称 連絡先 練習コース 備　　考
Hondaモーターサイクリストスクール Hondaお客様相談センター 連絡先にて開催日・開催

フリーダイヤル 0120-112010 場所・内容等をご案内し
〒107-8556東京都港区南青山2-1-1 ます。
http://www.honda.co.jp/safetyinfo/HMS/mschool.html

TEAM MARI モーターサイクルレッスン チームマリ本部 ①初級コース 連絡先にて開催日・開催
TEL029 -839- 2160 ②中級コース 場所・内容等をご案内し
〒305-0062茨城県つくば市赤塚609-61 ③上級コース ます。
http://www.t-mari.net/

親子でバイクを楽しむ会 アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ ①ファーストステージ 連絡先にて開催日・開催
TEL0285-64- 0100 ②セカンドステージ 場所・内容等をご案内し
http://www.mobilityland.jp/astp/ ③サードステージ ます。
交通教育センターレインボー＜埼玉＞ ④スペシャルステージ
TEL049-297- 4111
http://www.tec-r.com
鈴鹿サーキット交通教育センター
TEL0593-78-0387
http://www.mobilityland.co.jp/stec/
交通教育センターレインボー＜熊本＞
TEL096-293- 1370
http://www.hsr.jp/
交通教育センターレインボー＜浜名湖＞
TEL053-527-1131
http://www.rainbow-rs.com

JAJA 竜洋走行会 ㈱スズキ二輪（東日本）東京営業課　 ハイウエイコース高速体験走行 連絡先にて開催日・開催
(竜洋コース) TEL03 -3695- 2840　 場所・内容等をご案内し

〒124-0011 東京都葛飾区四ツ木5-23-17 教習コース中低速バランス走行 ます。
㈱スズキ二輪（西日本）大坂営業課　　
TEL0726-41- 6511  
〒567-0051大阪府茨木市宿久庄2-8-32

スズキセフティライディングスクール スズキ㈱ 安全運転グループ　TEL053 -440- 2172　 竜洋コース内二輪教習所1日
〒432-8611静岡県浜松市高塚町300

ライデイングフォーラムin竜洋 スズキ㈱ 安全運転グループ　TEL053 -440- 2172　 竜洋コース内モトクロスコース 連絡先にて開催日・開催
(竜洋コース)  〒431-8611静岡県浜松市高塚町300 　 (初・中・上級) 場所・内容等をご案内し

ます。

キッズバイクスクール ヤマハ発動機販売（株） 各オフロードエリアから自動車 連絡先にて開催日・開催
ビギナー＆リターンライダースクール TEL 0538-21-3851 教習所・ロードレースサーキット 場所・内容等をご案内します。
安全講習会 〒438-0016 静岡県磐田市岩井2000-1 まで

http://www.ymsj.jp/business/safety/index.html

ヤマハテクニカルセンター ヤマハテクニカルセンター ヤマハテクニカルセンター 連絡先にて開催日・開催
親子バイクスクール TEL 0537-24-5195 場所・内容等をご案内します。
リターンライダーズバイク教室＆ ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-819410 ホームページからも、2008年度
ヤマハライディングスクール FAX0537-24-3209 開催詳細が、ご覧いただけます。
レディースメカニックスクール　 〒436-0224 静岡県掛川市富部28
無料体験入校 http://www.yamaha-motor.co.jp/tc/
スポーツランドＳＵＧＯ ＳＵＧＯ総合インフォメーション スポーツランドＳＵＧＯ 連絡先にて開催日・開催
キッズスクール TEL 0224-83-3111 場所・内容等をご案内します。
ライディングトレーニング 〒989-1394 宮城県柴田郡村田町菅生6-1 2008年開催内容に付きましては
オフロードスクール http://www.sportsland-sugo.co.jp/ 決定次第H Pでご案内します。

トライアル教室

ＴＲＹスクール

ＫＡＺＥグッドライダーズスクール カワサキ安全運転推進本部 1日コース 連絡先にて開催日・開催

明石　078-921-2483　　担当　大塚 場所・内容等をご案内します。

東京　03-5343-7611　　担当　川田

2008年3月現在
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