
新システムマニュアル
【カスタマ】



【お知らせ】
ご依頼があった場合、メッセー
ジが来た場合、通知が表示され
ます。

>予定状況一覧……スケジュールを確認することができます。
>メッセージ……会社、予約をしたシッターと連絡がチャット方式でやり取りができます。
>領収書発行…領収書をPDFで確認する事ができます。(2020年5月以降)
>請求書発行…請求書をPDFで確認する事ができます。(2020年5月以降)
>会員情報照会……ご自身のプロフィールの変更ができます。住所・メールアドレス等の変更も可能です。

【日付けから探す】
◆ベビーシッター
通常シッティングの予約ができ
ます。
◆病児保育
病児保育の予約ができます。
◆居宅
カレンダーの確認ができます。

■トップページ説明
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未読のお知らせを確認できます。

◆ポイント残高
ポイントを購入していると表示されます。

◆予約日時/サービス/スタッフ
予約日時の下にステータスが表示されます。

◆ 予約内容を確認することができます。

◆ シッター、ル・アンジェとのメッセージ
のやり取りが表示されます。

【詳しくはこちら】でさらに予約履歴が確認で
きます。

◆お気に入りスタッフ
お気に入りに登録したスタッフの確認ができ
ます

◆担当スタッフ
担当したスタッフが表示されます

◆ル・アンジェおすすめ
おすすめのシッターが表示されます。
【詳しく】で、シッターの情報を確認することが
できます。

◆通知アプリダウンロード
アプリのダウンロードをお願い致します。
予約の回答やメッセージ等の通知が届きま
す。
※App Storeは現在審査中となります。
通知はメールで届きます。

ステータス一覧
<仮受付・依頼中>
スタッフ対応可・不可の回答待ち
の状況です。
<手配済み>
ご依頼が確定した状況です。
<キャンセル>
ご依頼をキャンセルした状況です。
<実施済み>
シッティングが終了後、保育記録
未入力または承認待ちの状況です。
<カスタマ承認済み>
完了した状況です。

■マイページ説明
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■シッターを予約する【日付けから探す/今日・明日】

シッター名

シッター名

シッター名

シッター名

① トップページ日付から探す、【今日】または【明日】をクリック

② 勤務可能なシッターが表示されます。
【詳しく】でシッターの詳細が確認出来ます。(別ページ参照)
シッターが決まったら、【予約する】をクリック
希望のシッターがいない場合は、【☆ル・アンジェおまかせで
予約する】をクリック

③ 日にちを確認し、ご予約時間を入力
オプションがある場合は、オプション選択で、チェックを入れる。

④ ご利用対象のお子様にチェックを入れ、
【ご利用のお子様を確定する】をクリック

⑤ 予約内容を確認する。
割引券のご利用がある場合は、割引券と枚数を選択し、【割
引適用】をクリック
【予約を確定する】をクリック

①

②

③

④

⑤
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■シッターを予約する【日付けから探す/日付指定】※複数予約可

お子様名

シッター名

シッター名

シッター名

シッター名

①トップページ、日付から探す【日付確定】をクリック
②カレンダーより、予約する日にちを選択
※複数予約する場合は、最短日を選択し【検索する】
をクリック

③シッターを選び、【予約する】をクリック
希望するシッターがいない場合は
【☆ル・アンジェおまかせで予約する】をクリック

④日にちを確認し、時間、オプションを選択し、
ご依頼内容を入力
※次ページに移動し、他の日にちも選択可能
ご利用対象のお子様にチェックを入れ、

⑤【ご利用のお子様を確定する】をクリック
⑥日にちを確認し、割引券を選択し【割引適用】
をクリック
※次ページに移動し、他の日にちの選択も可能

⑦ 【予約を確定する】をクリック

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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■シッターを予約する【日付けから探す/曜日指定】

お子様名

シッター名

シッター名

シッター名

シッター名

①トップページ日付けから探す【曜日確定】
をクリック

②利用する曜日を選択し【検索する】をクリック
③シッターを選び、【予約する】をクリック
希望するシッターがいない場合は、
【☆ル・アンジェおまかせで予約する】をクリック

④曜日を確認し、チェックを入れ、時間、
オプションを選択し、【日時を確定する】

⑤ご利用対象のお子様にチェックを入れ、
【ご利用のお子様を確定する】をクリック

⑥日にちを確認し、割引券を選択し
【割引適用】をクリック
※次ページに移動し、他の日にちの選択も可能

⑦【予約を確定する】をクリック

①

②

③

④

⑤

⑥
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■シッターを予約する【履歴から探す/お気に入り】

①トップページより【お気に入り】をクリック

②シッター名を確認し、【予約する】をクリック

③日にちを確認しチェックを入れ、時間、
オプションを選択し【日時を確定する】
をクリック

④ご利用対象のお子様にチェックを入れ、
【ご利用のお子様を確定する】をクリック

⑤日にちを確認し、割引券を選択、
【割引適用】をクリック
※次ページに移動し、他の日にちの選択
も可能

⑥【予約を確定する】をクリック

※シッターをお気に入り登録する手順は別
ページ参照

①

②

③

④

⑤
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■シッターを予約する【病児保育】

①

②

③

⑤

⑥

①トップページ【日付けから探す】より、【病児保育】
を選択し、日にちをクリック

②病児待機をしているシッターが表示されますので、
【詳しく】にてシッターの詳細を確認し、
【予約する】をクリック

※シッターの希望がない場合は、【☆ル・アンジェお
すすめで予約する】をｌクリック
③日にちを確認しし、【ご予約時間】【依頼内容】を
入力し、【日時を確定する】をクリック
※依頼内容には、体温、症状、通院や投薬の有
無をご入力ください。

⑤お子様を選択
⑥ご依頼内容を確認し、割引券ご利用の場合は、
割引券を選択し、枚数を入力
【割引適用】をクリック

⑦【予約を確定する】を選択

※病児保育のご依頼時間は
7：00～21：00となります。

8



■シッター情報を確認する

シッター名

【お気に入り登録する】
お気に入り登録をすると、検索しなく
ても表示されるようになります。次回
また同じシッターに依頼をしたい時に
便利です。

各予約ページ、シッター欄より、【詳しく】をクリック

【シッターの顔写真】【エリア】【年代】
シッター情報が反映されております。

【定期依頼/単発依頼】
OK・NGで表示されます。

【自己アピール】
シッター自身が入力したアピールポイントとなります。

【会社からのコメント】
会社からの評価が表示されます

【評価を見る】
シッターがお伺いしたお客様からの評価を見ることが
できます
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■予約・保育記録を確認する

マイページ会員メニューより
【予約状況一覧】を選択
カレンダーにて、予約の状況が確認できます
※キャンセルは訂正線が表示されます
日にちを選択すると、ご依頼内容の詳細が表
示されます

ご依頼終了後、シッターが保育記録を入力致
します。
【保育記録を見る】をクリックすると、保育記録
の確認ができます
※保育記録が入力されると、メッセージにて、
通知が届きます
※保育記録の見方は、次ページ参照

※マイページ、【本日以降の履歴】からも確認
ができます。
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【開く】をクリックすると
シッターのエリア、年代、最寄駅、子育て・
仕事経験、自己アピールが確認できます。



■保育記録の見方 ※今後、ル・アンジェメモは廃止となります。口頭での引継ぎ後、保育記録にてお子様の様子を報告致します。

【シッター名】
シッター名が表示されます
【予約日時】
予約した時間が表示されます
【勤務時間/請求書】
実際にシッターが勤務した時間が表示されます。
※30分単位での計算
※ご依頼終了時間より10分過ぎた場合は、30分の延
長となります。
【兄弟割増】
兄弟シッティングをした時間が表示されます
【交通費】
シッターの自宅から、お客様のシッティング先までの交
通費が表示されます
※送迎で交通費が発生した場合は合計の金額が表示
されます
【立替金】
立替金が発生した場合は、金額と内容が表示されま
す
【オプション】
教育シッター・家事・沐浴のオプションと時間・回数が
表示されます
【割引券】
割引券を利用の場合、表示されます
【コメント】
シッティング中のお子様の様子が表示されます
何時に何をそた、どんな様子だったかを報告致します。

※シッティング終了後、保育記録が入力されると通知が届きますので、承認をお願い致します。 11
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■シッターを評価する

保育記録を承認すると、シッターの評価の入力を
あお願い致します。

①マイページ、本日以降の予約【予約履歴】より、
カスタマ承認済みの詳細をクリック
②担当スタッフの【評価する】をクリック
③担当シッターの評価コメントの入力をお願い致し
ます。

① ②

③



■メッセージのやりとりをする

①トップページ【会員メニュー】の【メッセージ】を
クリックまたは、マイページ【最近の予約履歴】より

をクリック

②メッセージ一覧にて、メッセージを送る相手を
選択【担当スタッフ】【おすすめスタッフ】【ル・ア
ンジェ】より選択可能です。

※赤字で未読数が表示されます。

③メッセージを入力し、【メッセージを送信する】を
クリック

【シッター】黄緑色で表示されます
【お客様】水色で表示されます
【ル・アンジェ】ピンク色で表示されます
【システム】ピンク色で表示されます

※病児保育時の経過報告は、メッセージで届
きます

①

②

③
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■領収書、請求書を発行する

トップページ【会員メニュー】より【領収書発行】
または【請求書発行】をクリック

【領収書発行】
ご請求年月を選択
宛名を入力
但し書きを入力
【領収書を発行する】をクリック
PDFをダウンロード

※領収書は1回のみのダウンロードとなります。

【請求書発行】
ご請求年月を選択
【請求書を発行する】をクリック
PDFをダウンロード
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■登録情報を入力・確認・変更する【パスワードの変更/ポイントの確認】

トップページ【会員メニュー】より【会員情
報照会】をクリック

【パスワードの変更】
新しいパスワードを入力、確認の為、再
度同じパスワードを入力

【ポイント残高一覧】
ポイントを購入した場合、ポイント残高が
表示されます。
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■登録情報を入力・確認・変更する【基本情報１】

トップページ会員メニュー【会員情報照会】より
【基本情報】をクリック

必須事項の入力をお願い致します。
【お名前】
ご契約者様の氏名を入力
【住所】
建物名も入力
【プロフィール表示用画像】
ご家族写真・お子様の写真を添付

※画面一番下【次へ】をクリックし、次ページの
【編集】で情報を変更することができます。

次ページへ
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■登録情報を入力・確認・変更する【基本情報２】

前ページより【次へ】をクリック

必須事項の入力をお願い致します

【バス情報】
最寄駅からご自宅までバスの利用が可能な場合は、
バスの情報を入力

【最寄り駅２・３】
最寄り駅が複数ある場合は入力

【道案内】
最寄り駅からご自宅までの道案内をご入力ください
箇条書き可
駅改札名、出口、そのほか目印のご入力をお願い
致します。

【道案内画像】
目印がない場合、外観が分かりづらい場合は、写真
を添付をお願い致します。

※編集終了後、【確認】をクリック
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■登録情報を入力・確認・変更する【家族構成・緊急連絡先】

トップページ会員メニュー【会員
情報照会】より【家族構成・緊急
連絡先】をクリック

【子供追加】
①【編集】をクリック
②【＋子供追加】をクリック
③必要事項をご入力ください
④【確認】をクリック

【保護者追加】
①【編集】をクリック
②【＋保護者追加】をクリック
③必要事項をご入力ください
④【確認】をクリック

※情報を削除したい場合は、
をクリック

②

③ ③

④
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■登録情報を入力・確認・変更する【子供情報/名前～アレルギーまで】

保護者様名

お子様名

お子様名

【家族構成・緊急連絡先】にて【＋子供追加】
後、お子様名が表示されますので、お子様名
をクリック

必須事項の入力をお願い致します。
アレルギーがある場合、食品名、症状の入力
をお願い致します。
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■登録情報を入力・確認・変更する【子供情報/病院情報】

前ページつづき

【既往症関連】
熱性けいれんの場合、過去に何回症状がでて
いるか、最後に症状が出た時期を入力

【保育園/幼稚園】
保育園名、住所、電話番号、クラスを入力

【病院情報】
かかりつけ医を入力
診察券を写真で撮影していただき、添付してく
ださい
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■登録情報を入力・確認・変更する【請求情報】

トップページ会員メニュー【会員情報照会】より
【請求情報】をクリック

必須事項の入力をお願い致します。
クレジットカード情報は会員登録に登録可能と
なります。
会員登録後、銀行情報またはクレジットカード
情報のご入力をお願い致します。
※クレジットカード利用については、現在準備
中です
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■登録情報を入力・確認・変更する【注意事項】

トップページ会員メニュー【会員情報照会】より【連絡事
項】をクリック

【鍵の受け渡し方法】

【お迎え場所/お預かり場所/お送り場所】
習い事等、送迎先がありましたらご入力ください

【保険証の場所】
【体温計の場所】
【おむつ・着替えの場所】
各項目ご入力ください

【入室方法】
【マンション等の入り方】
特別な入り方、分かりづらい等ありましたら、ご入力くだ
さい

【ペットを飼っているか】
シッターがアレルギーの場合もあるため、必ずご入力く
ださい

【入室制限(入室許可)】
【入室制限(入室禁止)】
各項目ご入力ください

【注意事項】
シッティング中の注意点がありましたら、ご入力ください
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■音声入力の仕方

Android

②①

iphone

①
①

キーボード下のマイクマークをタップ②の状態で声を入力

下記記号も音声で入力する事も可能です。

【、】（読点）・・・てん 【。】（句点）・・・まる 【改行】・・・かいぎょう
【「」】・・・かぎかっこ/かぎかっことじる 【/】（スラッシュ）・・・すらっしゅ 【 】（スペース）・・・たぶきー

Iphoneでの設定方法
【設定】→【一般】→【キーボード】→【音声入力】をON

アンドロイドでの設定方法
【設定】→【言語と入力】→【Google音声入力】にチェックまたはON
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