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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。 
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リリース ノート 

事前申請（Request） 

近日公開: ポーランド語の用語の変更 -事前申請 

概要 

6 月のリリースでは、Concur 全体で用語の翻訳を一貫させるように、「Authorization 

Request（事前申請）」という用語を変更します。 

 

英語 従来のポーランド語訳 新しいポーランド語訳 

Authorization Request 

Authorization Requests 

Wniosek o uwierzytelnienie 

Wnioski o uwierzytelnienie 

Wniosek o zgodę 

Wnioski o zgodę 

NOTE: お客様の社内ドキュメントやトレーニング マテリアルに影響を与える可能性があります

のでご確認ください。 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur のポーランド語版ユーザー インターフェースの正確性や一貫性を改善します。 

設定およびアクティブ化 

自動的に使用できるようになります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 
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IE バージョン 8、9 のサポート終了アラート 

概要  

Concur は 2016 年 2 月 12 日に Web ブラウザの Internet Explorer 8 および 9 のサポートを

終了しました。これは、2016 年 1 月 12 日に Microsoft が当該ブラウザのサポートを終了した

という発表に伴うものです。  

ログイン時にブラウザ移行を促すバナー 

ログイン時に IE バージョン 8 または 9 のブラウザが検出されたら、バナーがユーザーに表示

されるようになります。このバナーは、使用中のブラウザは機能するものの、すべての特長を利

用することはできないことをユーザーにお知らせします。 

バナーで [このメッセージを非表示にする] をクリックすると、1 か月間このバナーは非表示に

なります。 

 

業務目的とユーザーへの利点 

Concur は、これらのブラウザで適切に動作しない可能性のある機能をすでに開発しています。

サポートされているブラウザに移行することで、ユーザーの方が Concur やご使用の他のアプリ

ケーション、ならびに Concur のような会社がリリースする最新の機能強化や機能をご利用いた

だけるようになります。   

設定およびアクティブ化  

この機能に必要なその他の設定やアクティブ化のステップはありません。 

http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2014/08/07/stay-up-to-date-with-internet-explorer.aspx
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解決した問題 

 

ケース ID 説明 

CRMC-92899 Proposal API - レンタカーの乗車・返車の詳細が 

[提案] に正しくない順序でインポートされる 

CRMC-92359 提案を選択すると６セグメント以降が断ち切られる 

CRMC-92224 申請の出張セグメントが部分承認として表示される 

CRMC-92077 代理店の提案比較画面にサービス クラスが表示され

ない 

CRMC-92094 出張代理店へのメールに同じフライトが重複する 

CRMC-88160 代理店の通知の印刷用レポート状の日付の形式  

CRMC-91793 Expense DB に空港がない 

CRMC-83104, CRMC-85996 イベントの同席者として操作しているとき、申請の

イベント マネージャーがスタックする 
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その他リリース ノート、ウェビナー、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。 

 

 


