二輪車安全運転講習会案内
●講習内容は，都合により変更されることがあります． ●詳細は，直接各施設にご確認下さい．
名称
自動車安全運転セン
ター
安全運転中央研修所

住所

電話

〒312-0005
029-265-9560
茨城県ひたちなか市信更町605-16 中央研修所
http://www.jsdc.or.jp/school/ken.ht
m

交通

練習コース

常陸那珂有料道路「ひたち ①青少年運転者１日
海浜公園ＩＣ」から約200ｍ ②青少年運転者２日
ＪＲ常磐線 勝田駅よりバス
で約15分

ホンダモータサイクリス http://www.honda.co.jp/safetyinfo/H
トスクール
MS/mschool.html

備考
申込先：自動車安全運転セン
ター各都道府県事務所・安全
運転中央研修所

各スクールの総合案内

鈴鹿サーキット交通教 〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町 059-378-0387 近鉄名古屋線 白子駅より ①初級クラス
育センター
7992
（9：00～17：00） 三重交通バスで約20分，タ ②初中級クラス
http://www.suzukacircuit.jp/stec/bi
クシーで約15分
-初中級
ke/index.html
-レディースDAY
③初めてのHMS中級
④中上級クラス
-中上級
-PMクラス
-ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ体験
-２DAY
-短時間ｽﾗﾛｰﾑ各種
⑤上級クラス
⑥オフロードクラス
-オフロード入門
-トレッキング入門

サーキット体験走行あり
団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

アクティブセーフティー 〒321-3597 栃木県芳賀郡茂木町
トレーニングパークもて 桧山120-1
ぎ
http://www.twinring.jp/

0285-64-0100

JR 宇都宮駅よりJRバスで ①入門クラス
約90分，タクシーで約60分 ②初級クラス
JR 水戸駅よりJRバスで約
-初級1 基本操作
90分，タクシーで約60分
-初級2 曲がる
真岡鐵道茂木駅よりバス/ ③中級クラス
タクシーで約20分
-中級
注：バスは全て土日祝のみ -中級PM
-中級ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ体験
-中級2DAY ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ/ｵﾌﾛｰﾄﾞ
体験ｱﾘ
④中上級クラス
⑤トレッキングクラス
-ﾌｧｰｽﾄｽﾃｰｼﾞ 基本
-ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ 総合技術
-ｻｰﾄﾞｽﾃｰｼﾞ 魅力体感
-ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾃｰｼﾞ 特別講師
⑥ショートプログラム
-ｽﾗﾛｰﾑ各種

サーキット体験走行あり
団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

交通教育センター
レインボー和光

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉
5-27-1
http://www.rms.co.jp/

048-461-1101

東武東上線 成増駅または ①初級コース
和光市駅よりタクシーで約7 -AM/PM/サンセットの各コース
分
②スラロームスペシャルコース
両駅共に無料送迎バスで
-AM/PM/サンセットの各コース
約8～15分

団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

交通教育センター
レインボー埼玉

〒350-0141 埼玉県比企郡川島町
出丸下郷５３－１
http://www.tec-r.com/

049-297-4111

JR桶川駅よりタクシーで約
15分
東武東上線川越駅，西武新
宿線本川越駅よりタクシー
で約30分
送迎アリ（要予約）

団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

交通教育センター
レインボー浜名湖

〒431-1305 静岡県浜松市北区細江 053-527-1131
町気賀5200-5
http://www.tec-r.com/hamanako/

浜松駅北口より送迎バス ①オンロード
(無料)で約40～50分（要予
-初級クラス
約）
-初中級クラス
天竜浜名湖鉄道気賀駅より -中上級クラス
タクシーで約3分
-バランス入門クラス
-バランスステップアップクラス
②オフロード
-入門クラス
-初級クラス
-ステップアップクラス
-バランスクラス
-ファンライディングクラス

団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

交通教育センター
レインボー福岡

〒811-0121
福岡県槽屋郡新宮町美咲1-5-53
http://rmsf.jp/

0120-117-250
092-963-1421

JR鹿児島本線 福工大前駅 ①初級コース
より徒歩6分
②中級コース

団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能

交通教育センター
レインボー熊本

〒869-1231
熊本県菊池郡大津町平川1500
http://www.hsr.jp/

096-293-1370

ＪＲ豊肥本線 肥後大津駅よ ①初級入門クラス
りタクシーで約10分
②初級クラス
③中級クラス
-中級
-中級R ﾚｰｼﾝｸﾞｺｰｽ体験
④上級クラス
⑤オフロードクラス
-入門
-ファンライド

団体の場合は特別カリキュラ
ムの設定が可能
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①初級コース
②中級コース
③上級コース
④ナイスミドルコース
⑤レディースコース

Motor Ring No.34 2012 自動車技術会
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二輪車安全運転講習会案内
●講習内容は，都合により変更されることがあります． ●詳細は，直接各施設にご確認下さい．
名称

住所

スズキセーフティスクー
ル
竜洋コース内二輪教習
所

〒438-0233
静岡県磐田市駒場4935
http://www1.suzuki.co.jp/motor/saf
etyschool2011/
http://www1.suzuki.co.jp/motor/saf
etyschool2011/images/ura2012.pdf

ヤマハテクニカルセン
ター

〒436－0224
静岡県掛川市富部２８

電話

交通

0120-819-410
0537－24－
5195

天竜浜名湖線 桜木駅 より ①安全運転講習会
徒歩5分
-原付コース
JR掛川駅よりタクシーで
-自動二輪コース
②セーフティーライダースクール
-座学半日
-実技半日
③ライディングスクール
-ファーストステージ
-セカンドステージ
④トライアルスクール
JR仙台駅前バスプール8番
ポストより
【宮城交通バス】
"秋保（あきう）"行き乗車
↓
"生出中学校前"下車
※バス停前にタクシー会社
があります。
生出中学校前バス停付近
を表示
↓
タクシーでSUGOへ（約
10km）

※トライアルスクールは原野谷ダム
にて開催（静岡県掛川市）

スポーツランドSUGO

総合インフォメーション （大代表）
〒989-1394 宮城県柴田郡村田町
菅生6-1
http://www.sportslandsugo.co.jp/school/

0224-83-3111

Team MARI モーター
サイクル・レッスン
～女性限定～

チームマリ本部 （所在地：〒1070062 東京都港区南青山５-４-19206）
E-mail：info@t-mari.net
http://www.t-mari.net/

03-6427-3778 開催地によって変わりま
（電話受付時
す．ホームページにてご確
間：11：00～18： 認ください．
00 土日祝を除
く）

KAZEグッドライダーズ http://www.kawasakiスクール
motors.com/kaze/
http://www.kawasakimotors.com/kaze/event/image/KGR
S.pdf

練習コース

JR浜松駅よりタクシーで約 ①ビギナークラス
30分
②ベーシッククラス

開催地によって変わりま
す．ホームページにてご確
認ください．
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備考
参加資格
スズキ二輪車（原付～大型）所
有者、または購入決定者（原付
免許以上取得者）
使用車両各自持ち込み車両
(スズキ二輪車に限る)
初回に限り試乗車無料貸出ア
リ
申込み，問合せはスズキショッ
プ
連絡先にて開催日・開催場所・
内容等をご案内します．
ホームページからも，開催内容
が御覧いただけます．

①大人たちのライダー塾ｵﾝﾛｰﾄﾞ編
-リターンクラス
-トライクラス
-スキルアップウラス
②大人たちのライダー塾ｵﾌﾛｰﾄﾞ編
-ﾃﾞﾋﾞｭｰｸﾗｽ
-ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾗｽ
③ライディングバイクアカデミー
-ステップ１ ｻｰｷｯﾄ体験
-ステップ２ ﾚｰｽ経験者ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ
④キッズライダー塾
-ファーストステップ
-セカンドステップ
-ステップアップ
-模擬レース
⑤オフロードライダー塾
-モトクロス初級
-モトクロス中級
-キッズ
⑥トライアルライダー塾
-トライアル初級
-トライアル選手権クラス

連絡先にて開催日・開催場所・
内容等をご案内します．
ホームページからも，開催内容
が御覧いただけます．

①一日コース
②一泊二日コース

連絡先にて開催日・開催場所・
内容等をご案内します．
ホームページからも，開催内容
が御覧いただけます．

初心者・リターンアイダー向け一日
コース

連絡先にて開催日・開催場所・
内容等をご案内します．
ホームページからも，開催内容
が御覧いただけます．
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