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Mobile アプリ ユーザー ガイド 現在のバージョンおよび改訂日 

イントロダクション: iPhone バージョン 9.95 – 2021 年 10月 14 日 

ガイド類 

Mobile アプリ ユーザー ガイドはいくつかの文書から成っています。 

• 本ガイドは下記の情報を含めています。  

 概要 

 ダウンロード / サインイン 

 設定 / ヘルプ / フィードバック 

• その他のガイドはこちら: 

 Travel 

 Expense 

 Invoice 

 Request 

 Budget 

 Drive (and an additional FAQ) 

 ExpenseIt (and an additional FAQ) 

 Fapiao Capture  

 Fapiao Capture (Chinese Version) 

 Receipts  

概要 

Expense、Travel、Invoice、Request の作業を、モバイル デバイスでサポートすることができます。たとえばノートパソコンが使えな

い時、タクシーの中、会議中、またはレストランでモバイル デバイスから情報にアクセスできます。 

旅程の確認のほか、フライトやレンタカー、Amtrak、またはホテルの予約、そして現在地からの道順など。立替経費をその場ですぐに入

力してその受領書の画像を撮ったり、経費精算レポートを作成して提出、そしてステータスを確認すること等ができます。  

また承認者は、スマートフォンから経費精算レポートや申請、請求書処理依頼を承認できます。 

本ガイドについて - 本ガイドでは、「操作手順」の概要を説明します。本ガイドは、Web 版 SAP Concur の使用方法をすでにご存

じで、Expense （経費、明細、同席者など）、Travel （予約、ルールなど）、Invoice （支払依頼、購入申請など）、承認プ

ロセスなどの概念を理解していただいていると仮定して記述されています。また一般に、お持ちのモバイル機器にも精通していただいてい

ると仮定して進めています。 

 

本ガイドは DOC および PDF フォーマットでご利用いただけます。DOC を編集し、自社のトレーニング資料として使用することができま

す。いずれも、Web 版 SAP Concur のオンライン ヘルプからアクセスできます。 

重要: これらの文書は Mobile アプリ

でご利用になれる機能を説明していま

す。ただし、 各企業の設定によっては

これらの文書で説明する機能の一部

が許可されていない場合があることに

ご注意ください。通常、Web バージョ

ンの SAP Concur で使用できない

機能は、Mobile アプリにおいても使

用することができません。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Travel_iPhone.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Expense_iPhone.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Invoice_iPhone.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Invoice_iPhone.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Request_Phone.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Budget.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_Drive.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/FAQ_Drive.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/Mob_UG_ExpenseIt.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/FAQ_ExpenseIt.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/MOB_UG_Fapiao_Capture.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/MOB_UG_Fapiao_Capture_zh-cn.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/MOB_UG_Fapiao_Capture_zh-cn.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/MOB_UG_Receipt_iPhone.pdf
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ダウンロード 

Web 版 SAP Concur の [プロファイル] メニューに [Concur モバイルの登録] リンクが表示されています。このペー

ジの使用目的は 2 つあります: 

• アプリをダウンロードする、またはこのページからダウンロード リンクをリクエストする  

• 会社の設定に応じて Web 版 SAP Concur とログイン資格情報を使用するか、シングル サイン オン（SSO）

でアプリにログインしますが、このページで PIN （モバイル専用パスワード）を作成してログインに使用する方法も

あります。（会社で SSO を使用している場合、このページは表示がわずかに異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サインイン  

お使いのデバイスで をタップします。次に [Concur にサインイン] 画面で、照合済み勤務先メール アドレスまたは

お使いの SAP Concur（Web 版）のユーザー名を入力します。[次へ] をタップします。次の画面で、パスワードを入

力し、[Concur にサインイン] をタップします。 

注意: SAP Concur Mobile アプリにユーザー名ではなくメール アドレスでログインする場合、メールアドレスの照合が必

要です。Web 版の SAP Concur より [プロファイル] > [プロファイル設定] > [個人情報] > [メール アドレス] 

をクリックしてください。 
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- または - 

 

会社で SAP Concur Mobile アプリにアクセスする場合に SSO を使用している場合は、  をタップ

します。 

注意: デバイスのパスコードがない場合、またはデバイスのセキュリティが侵害されている場合（製造元の制限の改変また

は削除）、SAP Concur にサインインすることはできません。 

アクセス権  

ホーム画面から、出張、レポートに追加できる経費、経費精算レポート、承認その他にアクセスできます。 

ホーム画面に表示されるオプションは、アクセス許可によって異なります。たとえば、SAP Concur の Web 版の 

Expense にアクセスできる場合は、Mobile アプリの Expense にアクセスできます。他の SAP Concur サービスも同

様です。 

設定／ヘルプ／フィードバック 

設定 

次のために設定を使用します。 

• ユーザー名を保存 

• 自動サインイン 

• タッチ ID をオンにする  

• フェイス ID をオンにする 

• SAP Concur にエラー ログを送信する 

• キャッシュを消去する 
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• 出荷時の既定値に戻す 

• サイン アウト 



Mobile アプリ ユーザー ガイド  イントロダクション: iPhone 

Page 5 of 7 

ヘルプの表示 

[メニュー] 画面で [ヘルプ] を使用すると、ヘルプ トピックを検索したり役に立つ記事を見つけることができます。 
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フィードバックを残す 

[メニュー] 画面で、[フィードバックを残す] を使用してフィードバックを送信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) [メニュー] 画面で、[フィードバックを残す] をタップします。 

2) [フィードバック] 画面で、目的のフィードバックを入力します。 

3) [送信] をタップします。 
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メッセージ センター 

[メッセージ センター] を利用し、SAP Concur からのメッセージにアクセスしてください。 

 


