
和光

和光

あさかリードタウン

根岸台7丁目

和光市 駅

今までのシャトルバスに変わり、デマンド乗合サービスとして他地域でも好評の
「チョイソコ」とコラボレーションが実現。

スマホで簡単予約できる便利な交通システムの発進です。

運 行ル ート 乗 降 場 所

※掲載のマップは略図のため、省略されている道路、地形等があります。

お問い合わせはこちら

あさかデマンド乗合サービス

利用者番号

登録したパスワード

あさかデマンド乗合サービス

乗合花子様　 ログインすると
お名前が出ます。

あさかデマンド乗合サービス
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定期便乗車の申し込み方法

1 利用者番号と登録したパスワードを
入力し、「ログイン」を押します。

「あさかデマンド乗合サービス」を
押して乗車受付をします。2

4 受付の内容がよろしければ、
「この内容で確定する」を押します。

5 よろしければOKを押してください。

3 下記の時刻表の便を参照のうえ
乗車場所、降車場所、
ご希望の日時を選択し、
「受付候補検索」を押します。

この画面が表示されたら、
乗車受付の完了です。6

※乗車場所と降車場所は、
　履歴から選択すると便利です。
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平日朝 　 　  は定 期 便 運 行 で 通 勤にも便 利！
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指定の受付期間中に、
お申し込みが必要です。

定期便乗車の申し込み方法

スマホで
２４時間
乗車予約

2022年
7/４（月）より

実証実験
期間中は

運賃無料実証実験
進行中！

定期便運行

デマンド
運行

平日（6：30～8：30）

平日（9:15～11:30、
12:30～16:00、18:30～20:30）

あさかデマンド
乗合サービス

の り あ い

WAKOSHI
STATION 空気清浄機

搭載

ぜひ、ご利用ください！

※

※水曜日は運休となります。

次ページの
「1.利用者登録」を
済ませてから

チョイソコサイトに
ログインして
ください

（6：30～8：30）

※2
※1

※2

※2:水曜日は運休となります。※1:対応しているOS等に
制限がございます。 

※3:あさかリードタウン・あさかヴィレッジ、
および根岸台7丁目地区の3町内会地区に

お住いの皆様限定となります。

※根岸台7丁目バス停に停車する場合があります。

※3
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「和光市」駅へもっと気軽に簡単に！
東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線
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まずはNiSUMUから　　　　サイトにアクセス！
●乗車時間に間に合わない場合は、
　待っていてくれますか？ 
後のお客様がいらっしゃる場合、
お待ちすることができません。
遅れそうな場合、指定の時間までに
キャンセル・変更をお願いいたします。

●乗車申込み時間通りに
　お迎えに来ますか？
時間は目安です。
お迎え時間が前後する場合がございます。
乗車受付時間の5分前に停留所にて
お待ちください。天候や渋滞などにより
運行が遅れる場合があります。
運行中止の場合は、登録のメールアドレスに
ご連絡いたします。

●時間通りに到着しますか？
チョイソコは、効率的な運行を
行うために到着予定時刻が多少前後する
場合があります。他の公共交通機関への
乗り換えなどで目的地へ時間どおりに
到着したい場合は、余裕を持った
到着希望時刻でお申し込みください。
しかし、天候・渋滞などの影響で
到着が遅れる場合があります。
予めご了承ください。

●運転手さんに乗車希望や
　変更をお願いできますか？
できません。スマホサイトで
申込・変更をお願い致します。

●荷物やベビーカーを
　載せることはできますか？
ご自分で持てる量の荷物なら
持ち込み可能です。ベビーカーは
折りたためばお載せできます。また、
安全確保において一人での乗降が困難と
された場合は、介助者の同乗が必要です。
介護タクシーと異なり、乗車介助は
行いませんのでご了承ください。 

●無償の実証実験期間中のご利用は、
　あさかリードタウン・あさかヴィレッジ、
　および根岸台7丁目地区の3町内会
　地区にお住いの皆様限定となります。

●事前に利用規約をご確認ください。

よくあるご質問

乗合花子様　

あさかデマンド乗合サービス

受付の確認・取消

よろしければOKを押してください。
以下の画面が表示されたら、
キャンセルの完了です。

4
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キャンセルしたい受付を押して
詳細を開きます。2

あさかリードタウン

和光市駅

��年�月�日（�）

「受付をキャンセルする」を押します。3
※ この時、キャンセルする内容が
　 間違いないかご確認ください。

3.乗車のキャンセル

「受付の確認・取消」
を押して受付の取消をします。1

4.乗車の変更方法

上記の手順で受付をキャンセルした後、
再度メニューに戻り、ご希望の内容で
新たに乗車申し込みを行ってください。

※指定の時間までに
　キャンセルをお願いします。

利用者番号

登録したパスワード

あさかデマンド乗合サービス

乗合花子様　 ログインすると
お名前が出ます。
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2.乗車の申し込み方法

1 利用者番号と登録したパスワードを
入力し、「ログイン」を押します。

「あさかデマンド乗合サービス」を
押して乗車受付をします。2

4 受付の内容がよろしければ、
「この内容で確定する」
を押します。

5 よろしければOKを押してください。

3 乗車場所、降車場所、
ご希望の日時を選択し、
「受付候補検索」を押します。

指定の受付期間中に、
お申し込みが必要です。

この画面が表示されたら、
乗車受付の完了です。6

※乗車場所と降車場所は、
　履歴から選択すると便利です。

あさかデマンド乗合サービス

「2．乗車の申し込み方法」へお進みください。

1.利用者登録

チョイソコの利用者登録をします。2

NiSUMUを立ち上げ
チョイソコサイトにアクセスします。1

＊印の必須項目を入力し、
パスワードを（8文字以上英数字）
確認用と合わせて2回入カし
「登録する」を押します。 

3

パスワードは忘れないように
お願いします。 

登録が完了するとメールが届きます。 4

アクセスすると最初に出る画面で
ユーザー登録を行ってください。
まず「利用者登録」を押します。 
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利用規約はこちらから→

平日 　 　  　 　   　 　 　 あさかリードタウン⇔和光市駅 デマンド便のご利用方法（9：15～11：30・12：30～16：00・18：30～20：30）
※

※水曜日は運休となります。

「asaka-demand@aska-web.co.jp」
からのメールを受信できるよう、
利用登録前に設定をお願いします。 
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