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概要 

重要 

本サービスは事前申請、 Concur Request、あるいは単に申請や Request として知られている

もので、以前は出張申請と呼ばれていましたが、その広範囲な機能に合わせるため名前を変更し

ました。（日本では 2012 年 11 月に変更しました。）  

このサービスは、以前 Concur Expense で提供されていた購買申請機能とは異なります。 

今月のリリース 

以下の機能が含まれます: 

• 申請目的の超過文字数を切り詰め 

• Concur for Mobile: まもなく Request 更新 

• 従業員インポート:  Cliqbook ユーザーが出張ウィザード ユーザーに変更 

• Microsoft IE v.8 および v.9 のサポートが 2016 年 2 月 12 日に終了 
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リリース ノート 

Request 

申請ヘッダー: 申請目的の超過文字数を切り詰め 

概要 

申請ヘッダーの [目的] フィールドの文字数が 35 文字を超える場合は、末尾が切り詰められま

す。切り詰められたフィールドは以下のように申請ヘッダーに表示されます: 

 

ユーザーや承認者、処理者は [申請ヘッダー] タブで [目的] フィールドのテキスト全体を見る

ことができます: 
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業務目的とユーザーへの利点 

[目的] フィールドの文字数が多い時でも、すっきりした画面を表示します。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

Concur for Mobile: まもなく Request 更新 

概要                                     

Concur for Mobile アプリがまもなくアップデートし、申請に機能が追加されます。詳しくはこ

ちらの Mobile リリース ノートをお読みください: 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/ReleaseNotes/_port_

RN.htm 

NOTE: Concur for Mobile のリリース スケジュールは、Concur の他の製品と同期していませ

ん。Concur for Mobile はプラットフォームが異なるため、別のタイミングでリリース

されます。  

業務目的とユーザーへの利点 

Concur for Mobile での申請の操作性を改良しました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/ReleaseNotes/_port_RN.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/MobileDocs/ReleaseNotes/_port_RN.htm
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設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

管理ツール 

従業員インポート:  Cliqbook ユーザーが出張ウィザード ユーザーに変更 

概要 

予約権限を持つ Cliqbook ユーザー ロールは本リリースで出張ウィザード ユーザーに変更され

ます。この変更はジョブ ベースの従業員インポートの 300 と 305 レコード、および Excel シ

ート内のオンデマンド ユーザー インポートに適用されます。 

 

NOTE: このアップデートは、下位互換性があります。今回のラベル変更は、既存の 300 および

305 の従業員インポートに影響はありません。また、保存されている Excel テンプレー

トは、オン デマンド ユーザー インポート に引き続き利用できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

管理者が利用できる 2 つの従業員インポート機能が、明確で一貫性のあるものになるよう変更さ

れます。 
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設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

 詳しくは、ユーザー ガイド「共通: ユーザー インポート」および「インポート/抽出の

仕様」の「第 5 章: 従業員インポート」をお読みください。 

推奨環境 

Microsoft IE v.8 および v.9 のサポートが 2016 年 2 月 12 日に終了  

概要  

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 8 およびバージョン 9 の

サポートを 2016 年 2 月 12 日に終了します。IE v.8 または v.9 を使用しているお客様は、サ

ポート終了日前までに最新バージョンの ｖ.11.0 にアップデートするか、サポートされている他

のブラウザをインストールしてご使用ください。 

背景  

Microsoft は、製品ライフサイクル プログラムにより IE8 と IE9 のサポートを 2016 年 1 月

12 日に終了する予定です（詳しくはこちらをお読みください 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer）。Concur はお客様

が時宜に即して新しいブラウザへの移行を完了することができるよう、その日を超えて 1 ヶ月の

サポート（2016 年 2 月 12 日）を継続します。 

 

 Concur 製品がサポートするブラウザについて詳しくは、「推奨環境」の「クライアン

ト ブラウザ」をお読みください。  

 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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その他リリース ノート、Web セミナー、および技術文書 

Concur サポート ポータル  

Concur サポート ポータルのリリース ノート、Web セミナー、および技術文書にアクセスして

ください。 

適切なアクセス権があれば、 Concur で [サポートへのお問い合わせ] メニュー オプションが利

用できます。[ヘルプ] ＞ [サポートへのお問い合わせ] をクリックし、 Concur サポート ポー

タル内の [Resources（リソース）] をクリックしてください。  

• リリース ノートや技術文書にアクセスするには [Release/Tech Info（リリース/技術

情報）] をクリックします。  

• 録画や配信中の Web セミナーを見るには、 [Webinars（Web セミナー）] をクリッ

クします。 
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NOTE: 「青空」 以外のインターフェ-ス レイアウトを使用している場合は（出張構成のページ

で設定）、[サポート] リンクにアクセスするには [ヘルプ] をクリックする必要があり

ますのでご注意ください。  
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オンライン ヘルプ - 管理者 

管理者ロールを持つユーザーは、 Concur のオンライン ヘルプを使ってリリース ノート、技術

文書およびその他のリソースにアクセスできます。 

 

 


