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株式会社とりせんは、一般社団法人ソーシャルアクション機構と共同で、買い物交通支援事業「福祉

Mover」の無料トライアルを実施します。 

この取組みは、買い物で移動が必要な際に困難や不便を感じている方を対象に、デイサービス車両で

当社指定の店舗に送迎するサービスです。 

利用者は、事前登録したうえでスマートフォンや携帯電話、固定電話から配車依頼をします。コール

センターでは、人工知能を活用して利用者の近隣を走るデイサービス車両を最適配車します。利用者は、

デイサービス車両に相乗りし、自宅と当社指定店舗間の Door to Door の移動として利用できます。 

当サービスは、2021 年 2 月 27 日までトライアル期間として無料でお試しいただけます。 

 

1．事業実施期間    2020 年 10 月 1 日～2021 年 2 月 27 日 

 

2．利用店舗      ＜高崎・前橋エリア＞  

とりせん高崎倉賀野店 （高崎市倉賀野町 2681 番 4） 

とりせん群馬町店 （高崎市中泉町 605-13） 

             ＜太田・足利・邑楽エリア＞ 

              とりせん太田八幡町店 （太田市八幡町 29-13） 

              とりせん東矢島店 （太田市東矢島町 194） 

 

3．サービス利用時間  8：30～16：00  

※但し、店舗の開店時間は 9：00 となります。 

 

4．申込み方法     利用を希望される店舗に申込用紙がありますので、必要事項を記入の上 

            店内案内所で受付を行ってください。（申込み受付時間：9：00～19：00） 

 

5．送迎可能エリア   当サービスを利用できるお住まい（住所）は、別紙の通りです。 

 

6．利用に際して    ①事業終了の 2021 年 2 月 27 日まで無料で利用できます。 

            ②サービス利用の配車依頼は、利用者が行っていただきます。 

            ③乗降はご自宅と申込み店舗になります。途中下車や他の施設への移動は 

できません。 

 

7．問い合わせ     当事業の詳細については、一般社団法人ソーシャルアクション機構にお問 

い合わせください。（TEL：027-362-0691） 
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買い物交通支援の取組みについて 



【高崎市】
相生町 赤坂町 阿久津町 旭町 足門町 東町 あら町 飯玉町 飯塚町 石原町

井出町 稲荷町 井野町 岩押町 岩鼻町 請地町 後疋間町 歌川町 江木町 大沢町

大橋町 大八木町 沖町

貝沢町 鍛冶町 片岡町 嘉多町 金井淵町 金古町 上大類町 上小鳥町 上小塙町 上佐野町

上滝町 上豊岡町 上中居町 上並榎町 上和田町 菊地町 北新波町 北久保町 北通町 北原町

北双葉町 木部町 京目町 行力町 九蔵町 倉賀野町 栗崎町 剣崎町 小八木町

栄町 佐野窪町 鞘町 新後閑町 柴崎町 芝塚町 島野町 下大島町 下大類町 下小鳥町

下小塙町 下斉田町 下佐野町 下滝町 下豊岡町 下中居町 下之城町 下横町 下和田町 宿大類町

宿横手町 正観寺町 昭和町 白銀町 城山町 新紺屋町 真町 新田町 新保田中町 新保町

末広町 菅谷町 砂賀町 住吉町 堰代町

高砂町 高関町 高松町 竜見町 田町 台新田町 台町 塚田町 筑縄町 椿町

鶴見町 寺尾町 天神町 稲荷台町 通町 常磐町 問屋町 問屋町西

中尾町 中泉町 中居町 中大類町 中紺屋町 中里町 中島町 中豊岡町 並榎町 成田町

西国分町 西島町 西横手町 日光町 根小屋町 乗附町

萩原町 鼻高町 浜川町 浜尻町 東貝沢町 東国分町 東中里町 引間町 聖石町 日高町

檜物町 冷水町 福島町 藤塚町 双葉町 保渡田町

町屋町 三ツ寺町 緑町 南新波町 南大類町 南町 宮原町 宮元町 棟高町 元紺屋町

元島名町 本町

八島町 矢島町 八千代町 矢中町 柳川町 山田町 山名町 八幡原町 八幡町 弓町

四ツ谷町 寄合町 吉井町池 吉井町石神 吉井町岩井 吉井町岩崎 吉井町大沢 吉井町小串 吉井町片山 吉井町上奥平

吉井町黒熊 吉井町小暮 吉井町小棚 吉井町坂口 吉井町塩 吉井町塩川 吉井町下奥平 吉井町下長根 吉井町神保 吉井町多比良

吉井町高 吉井町多胡 吉井町中島 吉井町長根 吉井町南陽台 吉井町東谷 吉井町深沢 吉井町本郷 吉井町馬庭 吉井町矢田

吉井町吉井 吉井町吉井川

ラ行 羅漢町 楽間町 連雀町

ワ行 若田町 若松町 我峰町 綿貫町 和田多中町 和田町

【前橋市】
ア行 青梨子町 青葉町 朝日が丘町 池端町 石倉町 江田町 大利根町 大渡町

カ行 上青梨子町 上新田町 川曲町 清野町 小相木町 後家町

サ行 下石倉町 下新田町 総社町 総社町植野 総社町桜が丘 総社町総社 総社町高井

タ行 高井町 稲荷新田町 鳥羽町 問屋町

ハ行 箱田町 光が丘町 古市町

マ行 前箱田町 元総社町

【太田市】
朝日町 新井町 飯田町 飯塚町 石橋町 石原町 泉町 市場町 岩瀬川町 植木野町

牛沢町 内ヶ島町 大島町 大鷲町 沖野町 沖之郷町

カ行 金山町 上強戸町 上小林町 上田島町 北金井町 清原町 熊野町 強戸町 小舞木町

サ行 下小林町 下田島町 下浜田町 城西町 庄屋町 新道町 末広町 菅塩町 スバル町

台之郷町 高瀬町 高林東町 高林西町 高林南町 高林北町 高林寿町 宝町 只上町 鶴生田町

寺井町 天良町 富沢町 富若町 鳥山町 鳥山上町 鳥山中町 鳥山下町

中根町 長手町 成塚町 新島町 新野町 西新町 西長岡町 西野谷町 西本町 西矢島町

韮川町

八幡町 浜町 原宿町 東今泉町 東金井町 東新町 東長岡町 東別所町 東本町 東矢島町

福沢町 藤阿久町 藤久良町 古戸町 別所町 細谷町 本町

マ行 丸山町 緑町 南矢島町 茂木町

ヤ行 八重笠町 安良岡町 矢田堀町 矢場町 矢場新町 由良町 吉沢町 米沢町

ラ行 龍舞町

ワ行 脇屋町

【足利市】
相生町 県町 朝倉町 旭町 荒金町 新宿町 家富町 井草町 伊勢町 伊勢南町

今福町 岩井町 永楽町 大橋町

カ行 上渋垂町 借宿町 寿町

サ行 栄町 里矢場町 島田町 昌平町 新山町 助戸 助戸大橋町 助戸新山町 助戸仲町 助戸東山町

タ行 大正町 大町 大門通 田所町 田中町 千歳町 通 常磐町 巴町 問屋町

ナ行 中川町 西新井町 錦町 西砂原後町 西宮町

ハ行 羽刈町 東砂原後町 久松町 福居町 福富新町 福富町 藤本町 堀込町 本城

マ行 丸山町 緑町 南大町 南町 元学町 百頭町

ヤ行 柳原町 山下町 弥生町 八幡町 有楽町 雪輪町 芳町 五十部町

ワ行 若草町

【邑楽郡大泉町・邑楽町】
大泉町朝日 大泉町いずみ 大泉町上小泉 大泉町北小泉 大泉町坂田 大泉町城之内 大泉町中央 大泉町西小泉 大泉町東小泉 大泉町古氷
大泉町寄木戸 邑楽町秋妻 邑楽町石打 邑楽町篠塚 邑楽町中野 邑楽町藤川

ナ行

＜とりせん高崎倉賀野店・群馬町店＞　福祉Ｍｏｖｅｒ送迎可能エリア
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＜とりせん太田八幡町店・東矢島店＞福祉Ｍｏｖｅｒ送迎可能エリア
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