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発注者編　基本設定
注文発注を行うための基本設定について説明します。
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注文を出したり、チャットを行うためには、以下の設定を行う必要があります。

１：発注先を「友人」として登録する。（発注者編　その１　参照）

２：建物、部屋情報を登録し、チェックリストを作製する。（発注者編　その２，３　参照）

建物管理画面友人管理画面
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基本設定１



以下の手順ごとに、「注文ステータス」が変化していきます。

発注後

受注待 受注済 清掃中 清掃済 確認済

受注者が
受注に同意

受注者が
作業開始

受注者が
作業終了

発注者が
レポートを

承認

キャンセル 受注者が作業を開始した後は、キャンセルはできません。

注文ステータスはここに
表示されています。
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基本設定２



発注者編
その１　友人登録

発注先を友人登録をしてみましょう。
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1:受注先のユーザーをアプリへ招待しましょう

はじめに、メニューにある「友人を追加する」メニューから受注先（クリーナー）を招待します。

受注先のユーザーにアプリへの招待
メールを送ることができます。

取引先に、メールをチェックするよう連
絡しましょう。
「おそうじヘルプ」アプリをインストール
し、ユーザー登録をしてもらいましょ
う。
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2:受注先のユーザーを友人に追加しましょう

受注先がユーザー登録後に、「友人を追加する」メニューから受注先を友人登録します。

ここをクリックすると「友人」
として追加されます。

「友人」になると、オーダー
を発注したり、チャットを行
うことができるようになりま
す。

入力したメールアドレスの
ユーザー登録が済んでい
ると、この画面が表示され
ます。
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発注者編
その２　建物情報管理

建物情報を登録してみましょう。
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建物管理画面へアクセス１

クリック
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(1) ログインした画面の「建物アイコン」または、メニューの「建物」をタップします。
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建物管理画面へアクセス２

建物情報管理 部屋情報管理１ 部屋情報管理２ 部屋情報編集

(2) 建物管理画面が表示されます。右上のアイコンより、各種機能へアクセスできます。

建物追加

部屋情報
編集・削除



建物追加１

１：建物写真
　・建物の外観を表す写真などを１枚登録できます。

２：所有者
　・建物の管理を他の所有者の代わり行う場合に設定します。
　・所有者はアプリ上で「友人」となっている発注者を選択することができます。所有者の
代わりに建物を作製して、所有者から管理を受託し、受発注管理を行うことができます。
　・管理を受託すると、所有者に代わって、注文の発注、レポートの承認を行う
　ことができるようになります。（発注者編　その６　建物情報の共有　参照）

３：建物の名称
　・建物が判別できる、わかりやすい名称を入力します。
　・すでに他の建物に使われている名前は登録できません。

４：郵便番号
　・000-0000 の形式で入力します。
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(1)  必要な情報を入力します。



建物追加２
(2)  必要な情報を入力します。

５：所在地
　４の郵便番号を入力すると、自動的に入力されます。

６：詳細住所
　５所在地以下の住所などを入力します。

７：建物タイプ
　以下から選択します。
　(1) 集合住宅
　(2) 一戸建て
　(3) その他
　(4) 事務所
　(5) その他商用物件

８：保存
　建物情報を保存します。
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部屋情報追加１
(1)  建物内の部屋情報を追加します。

一つの建物につき、複数件の部屋情報
を登録することができます。

例えば、同じ建物内の１０１号室、２０１
号室、３０１号室を同じ建物情報に付属
する部屋情報として登録することができ
ます。
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部屋情報追加２
(2)  必要な情報を入力します。

１：サブクリーナーを選択
　・「友人」となっている受注先のクリーナーを登録することができます。
　・常に同じ受注者が清掃する場合など、この項目を登録することで、注文
　発注時に、受注者として自動的に選択されることになります。

２：ルームタイプ
　・間取りを選択します。
　選択可能項目：1K-3K、1DK-3DK、1LDK-3LDK、その他

３：部屋番号
　・判別しやすい部屋番号を設定できます。
　・数字以外でも入力可能です。
　
４：予算
　・一回あたりの清掃予算を入力します。
　・３０００円以上で入力可能です。
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部屋情報追加３
(3)  必要な情報を入力します。

５：広さ（㎡）
　・部屋の広さを入力します。

６：宿泊人数
　・宿泊可能人数を入力します。

７：チェックアウト、チェックイン
　・チェックアウト時間、チェックイン時間を設定します。
　
８：WiFiアイディー、WiFiパスワード
　・クリーナーがアプリを利用する際に利用できる WiFi情報を入力します。

９：設備
　・清掃道具などの、建物にある設備情報を入力します。自由に入力可能です。
　（例：掃除機、洗剤、雑巾、バケツ、ごみ袋、ごみバケツ　など）
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部屋情報追加４
(4)  必要な情報を入力します。

１０：How in
　・建物への入り方を入力します。
　例：キーボックス利用（番号）　など

１１：写真追加
　・部屋に関する写真を登録することができます。
　・複数枚数の登録が可能です。

１２：保存
　・部屋情報を保存します。
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発注者編
その３　チェックリスト作製

チェックリストを作製してみましょう。
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チェックリスト作製１
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(1) 作製した部屋を選択するとサンプルチェックリストが作製されています。編集するか、新しいチェックリストを作製します。



チェックリスト作製２

新規にカテゴリー
を追加する

既存のカテゴリー
を編集する

項目編集項目追加

(1) チェックリストでは、カテゴリー毎に項目を作製できます。
(2) 既存の項目を変更、削除したり、新規に項目を追加できます。
(3) 各項目には見本となる写真を
(4) 新たにカテゴリーを作製することができます。

見本写真の追加
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(2) サンプルを編集する場合の画面操作方法です。



チェックリスト作製３

(1) サンプルなしに作製する場合

カテゴリーを作製し、項目を追加し
ていきます。

(2) 既存のチェックリストを複製して
作製する場合

カテゴリーを作製し、項目を追加し
ていきます。(次頁へ続く)
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(3) 新規に作製する場合の画面操作方法です。



チェックリスト作製４

既存の部屋に作製したチェックリストをコピーして、新し
いチェックリストとして作製、編集することができます。

対象チェックリストを選択

対象チェックリスト
がコピーされる。
これをサンプルに編集保存で
新規作製が可能
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(4) 既存のチェックリストを複製して作製する場合の操作方法です。



発注者編
その４　注文発注

注文を発注、管理してみましょう。
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注文発注１

クリック
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(1) 注文発注入力画面へ移行します。



注文発注２
(2) 発注の対象となる、建物、部屋の選択をします。
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注文発注３
(3) 発注したい作業内容のチェックリストを選択をします。

このタイミングでも、チェックリスト
を作製、編集することができま
す。
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注文発注４
(4) 開始時間、終了時間を入力します。

終了時間は、現在時刻より前に設定
することはできません。
現時刻より前に設定するとアラート
が表示されます。
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注文発注５
(5) 想定される作業時間を入力します。
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注文発注６
(6) 発注先のクリーナーを選択します。

・発注を行うためには、受注先が「友達」とし
て登録されている必要があります。（発注者
編　その１　友人登録　を参照してくださ
い。）

・会社アカウントにアップグレードしている場
合、社内スタッフとして登録した受注者か、
友達になっている社外の受注者を選択でき
ます。
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注文発注７
(7) 支払額（予定額）を入力します。

金額は、1,000円以上で入力してく
ださい。
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注文発注８
(8) その他（宿泊人数、オーダーに関する説明など）を入力します。

入力後に、「保存」をタップして
ください。
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注文発注９
(9) すべてを入力後に「作製」をタップしてください。

必要事項をすべて入力した後に、
「作製」をタップしてください。
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注文発注１０

(10) 作製した注文内容は、カレンダーまたは注文管理から確認できます。
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注文変更・キャンセル１

(1) 注文情報の変更方法です。  

・建物及び部屋情報は変更することができません。
・受注者が作業を開始した後には変更をすることができません。
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注文変更・キャンセル２

(2) 注文のキャンセル方法です。

・受注者が作業を開始した後にはキャンセルをすることができません。
・キャンセルの理由などにつきましては、チャットなどを利用して受注先へ連絡を行う等、
誠実な対応を取っていただきますようお願いいたします。
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発注者編
その5　レポート取得・承認

作業後のレポートを確認してみましょう。
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レポートの確認１
(1) 以下のメニューからレポート確認画面に移動できます。
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注文ステータスが清掃済みになっていることを確認してください。



レポートの確認２

(2) レポートの詳細画面を確認
　「評価」「チェックリスト」「報告」「追加請求」の４つのタブに分かれています。
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レポートの確認３

(3) レポートの詳細画面の説明　「評価」
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「評価」タブ

評価は、作業開始前の状況のレポートです。
クリーナーの撮影した写真、評価点数及びコメントを参照できます。

各写真をタップすることで、拡大した写真
を確認することができます。



レポートの確認４

(4) レポートの詳細画面の説明　「チェックリスト」
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「チェックリスト」タブ

「チェックリスト」は、作業依頼時に送信した項目に対して、クリーナーが作
業を終了をチェックし、該当箇所に関する写真を撮影したレポートです。

各写真をタップすることで、拡大した写真
を確認することができます。



レポートの確認５

(5) レポートの詳細画面の説明　「報告」
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「報告」タブ

「報告」は、物品の破損、忘れ物、他にチェックリストにない項目について報
告事項が発生した場合に、クリーナーが作成するレポートです。

写真、コメントをクリーナーが送信することができます。

このレポートは、重要事項が含まれる可能性が高いので、チェックするように
してください。



レポートの確認６

(6) レポートの詳細画面の説明　「追加請求」
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「追加請求」タブ

「追加請求」は、消耗品などをクリーナーが購入した場合や、予定時間以上
の時間がかかった場合に理由や超過時間に関するレポートです。

購入した物品や、領収証などのレポートが、クリーナーから送信されてきま
す。

「追加請求」について、発注者は「同意」か「拒否」かを選択できます。

「同意」した場合には、支払予定額に報告の金額が合算されます。
「拒否」した場合には、合算されません。

クリーナーとの契約内容により、都度の経費請求を認める場合は「同意」、購
入品込で依頼している場合には「拒否」を選択する等、運用方法につきまし
ては、ユーザー様でご検討ください。



レポートの確認７

(7) レポートの詳細画面の説明　「同意する」
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「同意する」ボタン

「追加請求」までを確認し、同意拒否を行ったのちに、「同意する」ボタンを
タップすると、注文ステータスが「確認済」に移行します。

注文ステータス
確認済



レポートの確認８

(1) 支払い メニュー
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「支払い」メニュー

「支払い」をタップすると「確認済」ステータスとなっ
た注文の合計金額が表示されます。

月ごとに合計して表示されますので、クリーナーへ
の支払い額の参考にしてください。



発注者編
その６　建物管理の委託・受託

建物管理を依頼してみましょう。
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建物情報の共有１：基本事項

(1) 建物情報を共有することで、他の発注者に建物の管理や注文の発注を委託することができます。
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発注者A 発注者B

清掃事業者や、物件管理業者へ清掃管理を委託したい場合に利用できる機能です。
所有者は、管理を委託した場合でも注文を作製発注することができます。

管理を委託

管理を委託



建物情報の共有２：既存の建物の管理を委託する −１

(1) 建物情報管理画面から委託設定を行います。

47

管理委託する部屋を選択 委託する管理者を選択

(注意)
委託する管理者は、「友人」登録され
ている必要があります。



建物情報の共有２：既存の建物の管理を委託する −２

(2) 委託の依頼を受けるアカウントにおいて以下の手順を行います。

48
管理受託を同意します。 管理物件の一覧に追加さ

れます。



建物情報の共有２：既存の建物の管理を委託する −３

(3) 委託を受けた建物については、注文や情報の編集を行うことができるようになります。
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建物情報の共有３：他の受託者の代わりに建物を作製する −１

(1) 「友人」の発注者に代わり、別の発注者が建物を代理で作製することができます。
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P-11と同様に建物を作製します。

１：「友人」となっている所有者を選択します。



建物情報の共有３：他の受託者の代わりに建物を作製する −２

(2) 代理制作を受けた発注者は、管理依頼一覧を確認し、承認すると「管理を依頼済」の物件として、一覧に登録されます。

代理制作をした発注者
から、オーナーになるよ
うに依頼が来ていま
す。
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同意します。 管理委託済物件として建物
一覧に表示されます。



建物情報の共有４：共有を停止する。

(1) 共有された建物情報の共有を解除できます。
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共有を解除すると、管理を受託していたアカウ
ントにおいては、建物一覧に表示されなくなりま
す。管理委託者画面 管理受託者画面



発注者編
その７　支払額の確認

月ごとの支払額を確認してみましょう。
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支払額の確認

(1) 以下のメニューから、月ごとの支払額を確認できます。
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支払額の確認

(2) 取引先ごとに、注文の内容を確認できます。

55

月を変更

対象の注文
を表示


