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Concur Professional、Standard 共通 

本資料では Concur Travel、Expense、Request、

Invoice のアイコンについて解説します。アイコンは製品ごとに

並んでいます。  

NOTE: これらのアイコンは Concur Expense 新 UI には

適用されません。 
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全般 

次のアイコンは Expense、Invoice、Request で使われており、それぞれの製品で同じ意味を持ちます。 

 

アイコン 名前 説明 

 既定違反 提出前に規定外フラグを解決する必要があることを示しま  

す。 

 
クエスチョン  不確実な点がありますが、提出可能であることを示します。 

 
情報 警告がありますが、提出可能であることを示します。 

 
アラート 警告がありますが、提出可能であることを示します。 

 
カレンダー クリックによりカレンダー画面をポップアップできることを示します。 

 
イメージの表示 クリックによりイメージを表示できることを示します。 
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出張予約 

次のアイコンは Travel で使用されています: 

 

アイコン 名前 説明 

 
Fly America Act に準拠 そのフライトがフライアメリカ法に準拠していることを示します。 

 Gogo Wi-Fi Gogo Wi-Fi が利用可能であることを示します。 

 
フライト/鉄道の混合検索 クリックによりフライト／鉄道の混合検索ウィンドウをポップアップ

できることを示します。 

 ホテル検索 クリックによりホテル検索ウィンドウをポップアップできることを示し

ます。 

 
レンタカー検索 クリックによりレンタカー検索ウィンドウをポップアップできることを

示します。 

 

鉄道検索 クリックにより鉄道検索ウィンドウをポップアップできることを示しま

す。 

 
フライト ステータス クリックによりフライト ステータス画面を見ることができることを示

します。 

 
出張を最終処理 出張の確定を示します。 

 
フライト旅程 フライト旅程情報を示します。 

 
ホテル旅程 ホテル旅程情報を示します。 

 レンタカー旅程 レンタカー旅程情報を示します。 

 
旅程の追加 ユーザーが出張に旅程を追加できることを示します。 

 インフォメーション ユーザーがフライトを選択した後、出張ポリシーが適用されるこ

とを示します。 

 クワイエットカー 会話や放送の制限がある車両を示します。 
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経費精算 

次のアイコンは Expense で使用されています: 

 

アイコン 名前 説明 

 
同席者  経費に同席者が関連付けられていることを示します。 

 
コメント 経費エントリまたはレポートにコメントがあることを示します。 

   出張データ 旅程から得られる出張情報を示します。 

 
リムジン 経費エントリが陸上交通に紐づいていることを示します。 

 
私的出費 経費が私的な出費としてマークされていることを示します。 

 
クレジット カード取引 経費エントリがクレジットカード取引に紐づいていることを示しま

す。 

 
クレジット カード取引 クレジットカードデータに追加情報が含まれていることを示しま

す。 

  インフォメーション 経費エントリに警告フラグがありますが、提出可能であることを

示します。 

 既定違反 経費エントリに規定外フラグがあることを示します。提出する前

に解決が必要です。 

 完全に配賦済み 経費エントリが完全に（100%）配賦済みであることを示しま

す。 

 部分的に配賦済み 経費エントリが部分的にしか配賦されていないことを示します。 

 
OCR レシート 経費エントリが OCR レシートデータと紐づいていることを示しま

す。 

 領収書イメージが必須 経費エントリに領収書イメージの添付が必須であることを示しま

す。 

 
領収書原本が必須 経費エントリに領収書原本が必須であることを示します。 

 E-Receipt が利用可能 [レポートに追加できる経費] で E-Receipt が利用可能であ

ることを示します。 

 
領収書の紛失届 経費エントリに領収書紛失届が添付されていることを示しま

す。 

 
XML 領収書添付 経費エントリに XML 領収書が添付されていることを示します。 
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アイコン 名前 説明 

 レビュー準備完了 経費精算レポートが代理によってレビューされ、代理元のレビュ

ーと提出の準備が整ったことを示します。 

 
予算項目 管理対象の予算に対して項目が割り当てられており、予算の

承認が必要であることをを示します。 

 
正常に完了 必要な承認がすべて完了したことを示します。 

 
原価対象の承認 原価対象が承認者によって承認されたことを示します。 

 
代理として操作 他のユーザーの代理として操作していることを示します。 

 
他のユーザーとして操作 他のユーザーの代理として操作していることを示します。 

 
携帯電話 ユーザーが Expense のプロファイル情報にモバイル端末を追

加できることを示します。 

 
プロファイル画像 ユーザーが Expense のプロファイル情報にプロファイル画像を

追加できることを示します。 

 
個人プロファイル クリックにより個人プロファイルにアクセスできることを示します。 

 
私有車の走行距離計算 クリックにより私有車の走行距離計算にアクセスできることを示

します。 

 
Drive このアイコンは、これが [ドライブ] の経費であることを示しま

す。 

 
走行距離（計算済） このアイコンは、場所は入力されていないが、距離のみが入力

されていることを示します。 

 
走行距離（手入力） このアイコンは、場所は入力されていないが、距離のみが入力

されていることを示します。 

 

差戻されたレポート 承認者によってコメントとともに差し戻されたレポートであることを

示します。 

 
イメージの表示 クリックによりイメージを表示できることを示します。 

 
モバイル経費 経費エントリがモバイルで作成されたことを示します。 

 定期券 この（区間の）移動には通勤定期券が使われています。 

 手動で作成 この経路は手動の経路検索機能を使って追加されたもので、

経路そのものを含むあらゆる要素をユーザーが編集することがで

きます。 
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アイコン 名前 説明 

 
経路検索で作成 この経路は経路検索を使って作成されたもので、 [業務目的] 

などの限られた項目以外の経路情報を編集することはできませ

ん。 

ヒント: マウス オーバーすると、選択した経路の属性が表示さ

れます。 

 
IC カード運賃 [レポートに追加できる経費] 内で、または経路検索結果ウィ

ンドウ内で表示される、その経路の IC カード運賃です。 

 
往復 経路に往復の移動が含まれています。 

 領収書あり その他のレポート エントリと同様に、この経費エントリにも領収

書イメージが添付されています。 

 e 文書タイムスタンプ 領収書に e 文書タイムスタンプがあることを示します。e 

文書タイムスタンプが有効になっているグループのユーザ

ーにのみ表示されます。 

請求書処理 

次のアイコンは Invoice で使用されています: 

 

アイコン 名前 説明 

 
一致 支払申請が発注と一致していることを示します。 

 
既定違反 支払申請に規定外フラグがあることを示します。提出する前に

解決が必要です。 

 
完全に配賦済み 支払申請が完全に（100％）配賦済であることを示します。 

 
部分的に配賦済み 支払申請が部分的にしか配賦されていないことを示します。 

 
支払請求の表示 クリックにより請求書イメージを表示できることを示します。 

 
警告 支払申請タイプを選択してリストから支払先を選択するか、こ

の支払申請に紐づく発注を選択しなければならないことを示し

ます。 

 
削除 クリックにより保留中の申請を表示できることを示します。 

 追加 クリックにより新しい項目を追加できることを示します。 
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アイコン 名前 説明 

 
コピー クリックにより保留中の申請をコピーできることを示します。 

 
発注レビュー待ち 支払申請が発注に割り当てられていることを示します。 

 
サプライヤー ポータルへの招待 サプライヤー ポータルへの招待が送られたことを示します。 

 

事前申請 

次のアイコンは Request で使用されています: 

 

アイコン 名前 説明 

 
既定違反 申請に規定外フラグがあることを示します。提出する前に解決

が必要です。 

 
警告 申請に規定外フラグがありますが、提出可能であることを示し

ます。 

 
予算項目 管理対象の予算に対して項目が割り当てられており、予算の

承認が必要であることをを示します。 

 
セグメント 申請に追加できるフライト、鉄道、レンタカー、ホテルなどの出

張セグメントを示します。 

 

差戻されたレポート 承認者によってコメントとともに差し戻されたレポートであること

を示します。 

 


