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所有権に関する言明 
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社の明示的許可なく複製、転送、回収可能なシステム内でのデータ蓄積、他の言語への翻訳、その他いかな
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このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されます。 

Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

上記の製品およびこのドキュメントに含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。従って 

Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じるいかなるエラー、遺漏、

あるいは不一致によって直接的・間接的にもたらされる全ての影響に対する責任を負いかねます。 

第一版 - 2008 年 5 月 

改訂 - 2015 年 1 月 

© Copyright 2014 Concur Technologies, Inc., Bellevue, Washington. All rights reserved. （不許複

製・禁無断転載） 

Concur® Travel & Expense, Concur® Invoice, Concur® Expense, Concur, Concur® Travel, 

Concur® Meeting および それぞれのロゴマーク は Concur Technologies, Inc. の商標です。すべての会

社と製品の名前は全て各保有者の知的財産です。 

Published by Concur Technologies, Inc. 

601 108th Avenue, NE, Suite 1000 

Bellevue, WA 98004 



Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

バージョン 1.12 | 2018 年 8 月 27 日 

ページ 3 

目次 

Concur Standard へようこそ ........................................................................................................................ 4 

セクション 1: Conur Standard へのログイン ................................................................................... 4 

セクション 2: Concur ホーム ページの構成 ...................................................................................... 5 

セクション 3: 自分の出張プロファイルを確認する ........................................................................... 8 

セクション 4: 自分の経費プロファイルを更新する ......................................................................... 10 

セクション 5: 経費精算レポートを新規作成する ............................................................................. 18 

セクション 6: 経費精算レポートを確認して編集する ..................................................................... 23 

セクション 7: 特別な機能を使う ......................................................................................................... 26 

セクション 8: 経費精算レポートを印刷、提出、再提出する ......................................................... 39 

セクション 9: 経費精算レポートを確認して承認する ..................................................................... 45 

セクション 10: アクション ボタンとアイコン ................................................................................. 48 

 



Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

バージョン 1.12 | 2018 年 8 月 27 日 

ページ 4 

Concur Standard へようこそ 

Concur Standard は、経費精算のための総合的な Web ベース サービスです。ユーザーが経費精算レポート

を作成して提出する、そしてマネージャーがレポートを確認して承認するために必要なすべてのツールをご

用意しています。事務管理部門の従業員は、このサービスを使用して監査レポートの作成、コンプライアン

スの確認、会社の経費削減に役立つビジネス インテリジェンスの実現を行うことができます。  

セクション 1: Conur Standard へのログイン  

手順  説明 

 会社で決まっている手順に従ってサインインし

てください。 

 

 パスワードには大文字と小文字の区別があります。  

サインイン方法がわからない場合は、会社の 

Concur Expense 管理者に確認してください。 

Concur に初めてサインインする場合は、管理者が

付与した一時パスワードを入力する必要がありま

す。 
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 言語を選択してログインした後、以下の画面が出る場合があります。今後もその言語を既定にしたい場合

は「プロファイルの更新」を含むオプションを選択します。このセッションに限りその言語で表示させた

い場合は、残りのいずれかを選択します。 [送信] をクリックしてログインします。 
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セクション 2: Concur ホーム ページの構成 

[Concur ホーム] ページには、ユーザーが簡単に操作できるよう、また情報を探しやすいよう

に、いくつかのセクションがあります。 

 

 

手順  説明 

クイック タスク バーを使う:  

 

 

マイ タスク セクションを使う:  

 

 

 

 経費精算レポートの新規作成、申請、仮払申請、支

払申請など。作成したレポートや申請を開いたり、

レポートに追加できる経費を管理します。  

このセクションには、レポートに追加できる経費や

作成したレポート、あるいは確認が必要な承認など

を表示します。また、自分の承認が必要な経費精算

レポートのリストもここに表示されます。このセク

ションは、経費承認者の Concur ホーム ページに

のみ表示されます。 
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[アラート] セクションを参照する:   このセクションには、出張に関するアラート情報が

表示されます。 

[出張検索] セクションを見る:  

 

 このセクションには、出張に関する以下の出張セグ

メントを予約するために必要なツールが表示されま

す:  

フライト: フライト予約に使用します  

レンタカー、 ホテル、 リムジン、 鉄道: ホテルや

レンタカーなどの出張セグメントを予約するために

使用します。  

フライト ステータス: フライト状況を確認するため

に使用します。フライトの到着時間を調べるには都

市、日付、航空会社を入力します。 

※2018 年 3 月現在、日本未リリース機能となって

おります。 
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セクション 3: 自分の出張プロファイルを確認する   

ステップ 1: 自分のプロファイル設定を確認する 

手順  説明 

 [Concur ホーム] ページで、メニュー バーの

右側にある [プロファイル] をクリックしま

す。 

  

 

 

 [プロファイル設定] をクリックするか、代わりに操作したいユーザーを選択してから [適用] をクリック

します。 
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セクション 3: 自分の出張プロファイルを確認する（続き） 

[プロファイル] ページから出張プロファイルにアクセスする方法はいくつかあります。[プロファ

イル] ページの左側にあるナビゲーション ペインのリンクをクリックするか、ページ中央に配置さ

れているリンクをクリックします。 

[プロファイル] ページで使用できるオプションは下図の通りです:  
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セクション 4: 自分の経費プロファイルを更新する   

ステップ 1: 自分の経費設定を確認する 

手順  説明 

 画面左側のナビゲーション メニュー、[経費の

設定] セクションで [経費の情報] をクリックし

ます。 

  

 経費の情報セクションで適切な情報を入力し、

[保存] をクリックします。 
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ステップ 2: 代理を追加する  

手順  説明 

 [経費の設定] セクションで [経費の代理] をク

リックします。  

 [経費の代理人設定]  ページが表示されます。 

このページでは、自分の代理として準備、提出、承

認、領収書の確認、レポートの承認、メールの受信

を行う権限を他の経費ユーザーに付与します。 

 [追加] をクリックします。   

 代理の姓名のいずれかをタイプします。  名前をタイプすると、選択肢としてユーザーのリス

トが表示されます。 

 代理権限を与えたいユーザー名をリストから選

んでクリックします。 

  

 名前の横にある [追加] をクリックします。    

 委託する作業のチェックボックスをオンにしま

す。 

 

 代理人が行えるのは、指定された作業のみです。レ

ポートを代理承認するには、代理ユーザーが承認者

である必要があります。 

 さらに代理ユーザーを追加するには、ステップ

2～6 を繰り返します。 

  

 [保存] をクリックします。   

 

 



Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

バージョン 1.12 | 2018 年 8 月 27 日 

ページ 12 

《参考》代理ユーザーが代理機能を使う方法 

手順  説明 

1. 代理ユーザーは自身のアカウントにログインし

ます。  

 TOP 画面右上[プロファイル＞他のユーザーとして

操作＞ユーザーの選択]欄に代理委託されているユ

ーザーが表示されます。 

2. 代理委託されているユーザー名をクリックしま

す。 

  

3. 他のユーザーとして操作の枠一番下の[セッシ

ョンを開始]ボタンをクリックします。 

 [セッションを開始]ボタンをクリックすることで、

そのユーザーとして操作が可能になります。 

(委託者に与えられた権限のみの操作になります。) 

 

 

 

《注意事項》 

代理入力をした場合にも「自己承認不可」のルールは適用されますので、ご注意ください。 

 ex) 上司 A の方が従業員 B の代理としてレポート作成/提出をした場合、上司 A の方は承認/処理ができません。 

(代理であっても、上司 A が作っているということがシステム側で同一人物と判断されてしまうため) 
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セクション 4: 自分の経費プロファイルを更新する（続き） 

ステップ 3: 経費の優先設定を選択する 

手順  説明 

 [経費の設定] セクションで [経費の優先設定] 

をクリックします。  

 このページでは、メール通知や指示メッセージを受

け取るタイミングを指定します。 

 [次の場合に通知を送信する] セクションで、適

切なチェックボックスを選択します 

 このセクションでは、メール通知を受信するタイミ

ングを指定します。 

 [プロンプト] セクションで、適切なチェックボ

ックスを選択します。 

 このセクションでは、Expense からのアクション

要求のタイミングを指定します。 

 [保存] をクリックします。  [表示] セクションで、出張手当ウィザードの既定

ページを [日帰り旅程] に設定することができま

す。 
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ステップ 4: 経費の承認者を確認する 

手順  説明 

 [経費の設定] セクションで [経費の承認者] を

クリックします。 

  

 自分の [経費の承認者] を確認します。  情報を変更する必要がある場合は、サイトの管理者

に連絡してください。 
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セクション 4: 自分の経費プロファイルを更新する（続き） 

ステップ 5: お気に入りの同席者を追加する 

手順  説明 

 [経費の設定] セクションで [お気に入りの同席

者] をクリックします。 

 [お気に入りの同席者] ページが表示されます。こ

のページでは、よく使用する同席者を追加、編集、

削除できます。 

 [新規の同席者] をクリックします。   

 ドロップダウン リストから [同席者タイプ] を

選択します。 

  

 同席者の [姓] を入力します。   

 同席者の [名] を入力します。   

 [同席者の役職] を入力します。   

 同席者の [会社] 名を入力します。   

 [保存] をクリックします。  複数の同席者を追加する必要がある場合は、 [保存

して次を追加] をクリックします。 
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セクション 4: 自分の経費プロファイルを更新する（続き） 

ステップ 6: 定期券経路を追加する 

手順  説明 

 [経費の設定] セクションで [定期券経路] をク

リックします。 

 [定期券経路] ページが表示されます。このページ

では、定期券経路を登録することができます。 

本ページにて経路登録した場合、ジョルダン検索を

利用して経費登録をした際、定期券区間が控除され

た金額を自動計算します。 

 [追加] をクリックします。   

 [出発駅][到着駅][開始日]を設定し、検索をク

リックします。 

 画面下側に検索結果が表示されます。 

 利用する経路を選択し、[定期券を追加]をクリ

ックします。 

 指定した経路が定期券区間として登録されます。 
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セクション 5: 経費精算レポートを新規作成する 

ステップ 1: 新規レポートを作成する 

手順  説明 

 [ホーム] ページのクイック タスク バーにある  

[新規作成]  にマウス ポインタを置き、次に 

[経費精算レポート] をクリックします。  

 [経費精算レポート新規作成] ページが表示されま

す。このページには、会社が指定したフィールドが

表示されます。 

 会社の指示に従って、すべての必須フィールド 

(左端に赤いバーが付いているフィールド) とそ

の他のフィールドに入力します。 

  

 

 

 [次へ] をクリックします。  経費精算レポート ページが表示されます。 
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セクション 5: 経費精算レポートを新規作成する（続き） 

ステップ 2: 法人カード請求をレポートに追加する  

法人カード請求は自動的に Expense にインポートされますので、すぐに経費精算レポートに追加することが

できます。カード請求のインポート頻度は会社が決定します。 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページで、このレポートに

追加したいカード請求を選択し、[インポート] 

をクリックします。 

 このページでは、自動マッチングされていない請求

を経費リスト エリアにドラッグ&ドロップで追加

することができます。 

注意: 会社の設定によっては [インポート] > [請求

と経費] をクリックする場合があります。 

 

 [レポートに追加できる経費] セクションで、イ

ンポートしたい経費を選び、[移動] ドロップダ

ウン リストから [現在のレポートへ] を選択し

ます。  

 ページの左側に、レポートに追加できるすべての経

費がアイコン (法人カードや規定違反など) ととも

に表示されます。 
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セクション 5: 経費精算レポートを新規作成する（続き） 

手順  説明 

 [新しい経費]  をクリックします。  [新しい経費] タブが表示されます。 

 [新しい経費] タブで、適切な経費タイプをリス

トから選択するか、[経費] フィールドに経費タ

イプを入力します。 

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 
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セクション 5: 経費精算レポートを新規作成する（続き） 

 

[日付] フィールドでは、カレ

ンダーを使用して経費の日付

を選択します。 

 

 

[リスト] では、リストから項目を選択

します。 

 

 

自動選択フィールドでは、選択内容

の最初の部分を入力し、リストから

適切なオプションを選択します。 

 

 

その他のテキスト フィールドやチェック ボックスを必要に応じて入力し、完成させます。 

      

 

ステップ 4: 立替払経費をレポートに追加する  

手順  説明 

 [新しい経費] タブで、[支払タイプ] ドロップ

ダウン リストから [現金] を選択します。  

  

 会社の指示に従って、すべての必須フィールド 

(左端に赤いバーが付いているフィールド) とそ

の他のフィールドに入力します。  

 ホテルや走行経費のように経費タイプが異なる場合

や、払戻通貨以外の通貨で経費を支払う場合は、こ

のガイドの「特別な機能を使用する」を参照してく

ださい。 

 [保存] をクリックします。  ページの左側に経費が表示されます。 
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セクション 6: 経費精算レポートを確認して編集する 

経費精算レポートを提出する前に、レポートおよび含まれるすべての経費（法人カード請求など）が正確で

あることを確認し、必要に応じて編集する必要があります。  

ステップ 1: レポートの情報を確認する 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページの [経費] セクショ

ンで、詳細を表示したい取引を選択します。  

 ページの右側に経費の詳細が表示されます。 

 レポート名をクリックするか、[詳細] ドロップ

ダウン メニューから [レポート ヘッダー] を選

択します。  

 [レポート ヘッダー] ページが表示され、レポート 

ヘッダー情報の閲覧と更新ができます。 

 適切な変更を行い、[保存] をクリックします。   

ステップ 2: 規定違反を確認する 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページで [規定違反の表

示] をクリックします。  

 [規定違反] セクションが開き、この経費精算レポ

ートの規定違反をすべて表示されます。 

 確認したい規定違反をクリックします。  [経費] セクションに経費の詳細が表示されます。 
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 適切な変更を行い、[保存] をクリックします。   
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セクション 6: 経費精算レポートを確認して編集する（続き） 

ステップ 3: 複数の経費を編集する 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページの [経費] セクショ

ンで、更新したい経費のチェックボックスを複

数選択します。  

 複数経費のオプション ボックスが表示されます。

複数の経費を選択すると、一度に削除、配賦、編集

を行うことができます。 

 経費に対して実行するアクションを選択しま

す。 
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セクション 7: 特別な機能を使う 

宿泊費を明細化する 

通常、ホテルの請求書には室料、税、駐車場代、食事代、クリーニング代金、電話料金、私的出費などのさ

まざまな経費が含まれています。これらの経費は明細化して、正しく経費精算できるようにする必要があり

ます。Concur Standard には、宿泊経費の明細を簡単に作成できるツールが用意されています。  

ステップ 1: 宿泊経費の自動明細をチェックする 

宿泊経費の自動明細化機能は、ホテルの E-Receipt を自動的に明細化します。E-Receipt は Travel（出張モ

ジュール） でのみ利用できます。E-Receipt が利用できない場合は、次のステップ 2 の説明に従って宿泊経

費を手動で明細化します。(※2018 年 3 月現在、Concur Travel Standard は日本未リリース製品です。) 

ステップ 2: 宿泊経費を作成して明細化する  

手順  説明 

 [新しい経費]  をクリックします。  [新しい経費] タブが表示されます。 

 [新しい経費] タブで、宿泊費の経費タイプを選

択します。 

 この経費タイプの名前は会社が決定します。宿泊、

ホテルなどと呼ばれることもあります。 

 必要に応じてフィールドに入力し、完成させま

す。 
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 [新しい経費] タブ下部の [明細化] をクリック

します。 

 ページの左側に経費が表示されます。また、[宿泊

費] タブも表示されます。  
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ステップ 2: 宿泊経費を作成して明細化する（続き） 

 [1 泊あたりの宿泊費] タブの [チェックイン日] 

フィールドでは、カレンダーを使用して日付を

選択します。 

 チェックイン日を入力すると泊数が自動的に表示さ

れます。または泊数を入力すると、チェックイン日

が自動的に入力されます。 

 

 室料、税、その他に発生した料金を入力しま

す。 

  

 [明細の保存] をクリックします。  まだ明細化できる金額が残っている場合は（その他

の料金、たとえば雑費やルーム サービスな

ど）、 [新しい明細] ペインの [残額] フィールド

に金額が表示されます。  必要に応じて残額を明細

化してください。  

 

 

 

ステップ 3: 残額を明細化する  
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手順  説明 

 明細の詳細ウィンドウで、残額に適用する経費

タイプを選択します。 

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 

 会社の指示に従って、すべての必須フィールド 

(左端に赤いバーが付いているフィールド) とそ

の他のフィールドに入力して完成させます。 

  

 [保存] をクリックします。  ページの左側に経費が表示され、残金がゼロになり

ます。 



Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

バージョン 1.12 | 2018 年 8 月 27 日 

ページ 30 

セクション 7: 特別な機能を使う（続き） 

同席者を追加する 

会議費や交際費のような特定のタイプの経費では、そのイベントに参加した同席者の入力を会社から求めら

れる場合があります。 

手順  説明 

 [新しい経費] をクリックします。   [新しい経費] タブが表示されます。 

 [新しい経費] タブで、適切な経費タイプを入力

または選択します。  

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 

 同席者情報以外のすべてのフィールドを入力し

ます。 

 同席者エリアに、ユーザー自身の名前が同席者とし

て経費の全額と一緒に自動的に表示されます。この

経費に同席者を追加すると、金額がすべての同席者

に分配されます。 
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 同席者がすでに [お気に入りの同席者] にある

場合は、[お気に入り] フィールドに名前の最初

の数文字を入力してエンターキーを押下し、表

示されるリストから選択します。 

 注意: [最近使用されたもの] タブには、最近使用

した 25 人の同席者がリストされます。すでにこの

経費に割り当てられた同席者は、このリストからは

除外されています。  

 お気に入りリストにない同席者を経費に追加し

たい場合は、[新規の同席者] をクリックし、必

要な情報を入力して [保存] をクリックしま

す。 

 新しい同席者がリストに追加されます。経費金額は

同席者間で分配されます。 

 同席者を検索するには、[検索] をクリックして

検索基準を入力し、[追加] をクリックします。 

 見つかった同席者がリストに追加されます。経費金

額は同席者間で分配されます。 

 [保存] をクリックします。  ページの左側に経費が表示されます。 
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セクション 7: 特別な機能を使う（続き） 

経費を明細化する 

業務目的と私用の両方を含む領収書を精算報告したり、各経費を正確に報告したい場合は、明細機能を使用

します。たとえば、近くの店でコピーをしてバインダーを何冊か購入したとします。この場合、まず全額の

経費を作成し、その後 2 つの明細に分けることができます。1 つはコピー代金（経費タイプは複写など）、

そしてもう 1 つはバインダー（経費タイプは文房具など）とします。 

手順  説明 

 [新しい経費] タブで、適切な経費タイプを選択

します。  

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 

 必要に応じてその他を入力します。   

 [明細化] をクリックします。  ページの左側に経費が表示されます。[新しい明細] 

タブが表示され、総額、明細金額、残金が表示され

ます。 
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 [保存] をクリックします。  [明細] ウィンドウが表示されます。 

 最初の明細に適用する経費タイプを選択しま

す。 

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 

 会社の指示に従って、すべての必須フィールド 

(左端に赤いバーが付いているフィールド) とそ

の他のフィールドに入力して完成させます。 

  

 [保存] をクリックします。  残額が 0 円になるまで続けます。 
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セクション 7: 特別な機能を使う（続き） 

外貨経費を換算する 

払戻通貨とは異なる通貨の経費を追加する場合でも、Concur では経費を標準の払戻通貨に換算できます。 

手順  説明 

 [新しい経費]  をクリックします。   [新しい経費] タブが表示されます。 

 [新しい経費] タブで、適切な経費タイプを選択

します。 

 ページが更新され、選択した経費タイプの必須フィ

ールドと任意フィールドが表示されます。 

 必要に応じて、[金額] 以外のすべてのフィール

ドを完成させます。 

  

 [金額] フィールドに、経費が発生した通貨での

金額を入力します。 

  

 [金額] フィールドの右側にあるドロップダウン 

リストから、使用した通貨を選択します。  

 [レート] と [JPY での金額] フィールドが表示さ

れます。 

 [レート] フィールドに適切な値を入力します。   Concur がユーザーの払戻通貨での [金額] を計算

します。 

 必要に応じてレート フィールドの上にある数式

記号をクリックし、乗算/除算を切り替えます。 

 レートの乗算または除算で通貨を換算することがで

きます。レートのタイプによって乗算か除算を使い

分けてください。 
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セクション 7: 特別な機能を使う（続き） 

走行距離を入力する 

会社のポリシーによっては、払戻を受けるために走行距離の追跡をする必要があります。業務には私有車や

社用車を使用することがあります。払戻レートと同様に、必要な情報（走行距離、走行距離計の値など）は

会社が決定します。 

手順  説明 

 [新しい経費]  をクリックします。  [新しい経費] タブが表示されます。 

 [新しい経費] タブで、適切な経費タイプを選択

します。  

 この経費タイプの名前は会社が決定します。車両、

走行距離などと呼ばれることもあります。 

 [取引日] フィールドに日付を入力します (また

は、カレンダーを使用して日付を選択します)。 

  

 [距離] フィールドに走行した距離を数字で入力

します。  

 走行距離と会社が設定したレートに基づいて 

Concur が自動で金額を計算します。 

[走行距離計算ツール] をクリックすると、出発地

と到着地を入力して距離を自動計算させることもで

きます。 

 会社の指示に従って、その他の必須フィールド

に値を入力します。 

 注意: 会社の設定によっては Google Mileage 

Calculator が自動的に表示されますので、出発点

と到着点を入力します。 

 [保存] をクリックします。   ページの左側に経費が表示されます。 
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セクション 7: 特別な機能を使う（続き） 

経路検索機能を使用する 

Concur の経費タイプにはジョルダン検索機能に対応した経費タイプが一つあります。 

([既定名称：日本の公共交通機関],管理者により名称変更されている場合があります。) 

こちらを利用することで、出発駅と到着駅より経路/運賃を検索し、経費に追加することが可能です。 

手順  説明 

 [新しい経費] をクリックします。  [新しい経費] タブが表示されます。 

 [日本の公共交通機関]をクリックします。   

 必須入力項目に入力後、[次へ]をクリックしま

す。 

  

 [交通経路]タブが表示されますので、[経路検

索]をクリックします。 

  

 [出発駅][到着駅][乗車日]、他必要事項記入後

[検索]をクリックします。 

  

 [早い][簡単][安い]のタブと結果が表示される

ため、利用した経路結果を選択し、[経路追加]

をクリックします。 

 別のレポートでも同じ経路を使う場合は、[お気に

入りに追加]にチェックを付けておくと、後で同じ

経路を呼び出すことが可能です。 

 複数経路を登録する場合は、再度[経路検索]を

クリックし、経路追加を行います。 

  

 経路登録後、[完了] をクリックします。   ページの左側に経費が表示されます。 
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セクション 8: 経費精算レポートを印刷、提出、再提出する  

経費精算レポートを確認して印刷する 

手順  説明 

 [印刷/メール] メニューから適切な印刷オプシ

ョンを選択します。 

 選択できるオプションは、次のようなものがありま

す。これは会社が決定します:  

• [FAX 用領収書送信票] - Concur Imaging で

使用するには、FAX 送信票を印刷します。  

• [領収書レポート] - 領収書の提出が必要な経費

リストにはこのオプションを印刷します。 

• [詳細レポート] - 詳細レポートを印刷します。 

 

 

 [印刷] をクリックしてレポートを印刷します。 

レポートが別のウィンドウに表示されます。 
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スキャンした領収書イメージの FAX または添付 

会社が Concur Imaging を利用している場合は、領収書を FAX したり、スキャンした領収書イメージを添

付したりすることができます。 

FAX イメージ 

手順  説明 

 [印刷/メール] ドロップダウン メニューから、 

[FAX 領収書送信票] を選択します。 

 FAX 送信票が表示されます。 

 [印刷] をクリックします。   

 送信票に記載された番号に、この送信票と領収

書を FAX します。 

  

 送信された領収書を確認するには、[領収書] ド

ロップダウン メニューから [領収書のチェッ

ク] を選択します。 
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スキャンした領収書イメージの FAX または添付（続き） 

スキャンしたイメージを添付します。 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページで、 [領収書] ドロ

ップダウン メニューから [領収書のイメージを

添付] を選択します。 

 [領収書のアップロードと添付] ウィンドウが表示

されます。 

 

 [参照...] をクリックします。   

 添付するファイルのあるフォルダまで移動しま

す。 
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 ファイルを選択し、[開く] をクリックします。  選択したファイルがウィンドウの [アップロード用

に選択したファイル] セクションに表示されます。 

 さらにイメージを添付するには [参照] をクリ

ックしてステップ 3 と 4 を繰り返します。 

  

 [アップロード] をクリックします。   

 完了したら [閉じる] をクリックします。   

 添付した領収書を確認するには、[領収書] ドロ

ップダウン メニューから [新しい/現在のウィ

ンドウで領収書を表示] を選択します。 

 [新しいウィンドウで領収書を表示] を選択すると

別ウィンドウが開き、[現在のウィンドウで領収書

を表示] を選択すると経費精算レポートページ内に

表示します。 
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セクション 8: 経費精算レポートを印刷、提出、再提出する（続き） 

作成した経費精算レポートを提出する 

手順  説明 

 [経費精算レポート] ページで [レポートの提

出] をクリックします。 

 確認メッセージが表示されます。 

 [レポートの提出] をクリックします。  レポートが承認者に提出されます。 

 

承認者から差戻されたレポートを修正して再提出する 

レポートに問題があると、経費承認者がレポートを差戻すことがあります。差戻しの理由はコメントに記入

されています。 

差戻されたレポートは、承認者のコメントと共に [ホーム] ページの [アクティブな経費精算レポ

ート] セクションに表示されます。 
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手順  説明 

 レポート名 (リンク) をクリックし、レポートを

開きます。 

 [経費精算レポート] ページが表示されます。 

 要求された変更を行います。   

 [レポートの提出] をクリックします。   

 



Concur Standard ベーシック エンド ユーザー ガイド 

バージョン 1.12 | 2018 年 8 月 27 日 

ページ 45 

セクション 9: 経費精算レポートを確認して承認する 

承認者は、経費精算レポートをそのまま承認するか、従業員に差戻して変更と再提出を求める、または会社

のポリシーに従って経費の承認金額を変更し、減額した金額で経費精算レポートを承認することができま

す。 

経費精算レポートの確認と承認 

自分の確認と承認を待っているレポートはすべて [ホーム] ページの [承認待ち] セクションに表

示されます。  

手順  説明 

 レポート名 (リンク) をクリックし、レポートを

開きます。 

 [経費精算レポート] ページが表示されます。 

 レポート情報を確認するには、 レポート名をク

リックするか、[詳細] ドロップダウン メニュ

ーから  [レポート ヘッダー] を選択します。 

 [レポート ヘッダー] ページが表示されます。[キ

ャンセル] をクリックします。 

 経費入力の情報を確認するには、該当の経費を

クリックします。 

 ページの右側に経費入力の詳細が表示されます。 

 レポートを承認する準備ができたら、[承認] を

クリックします。  

 レポートはワークフローの次のステップに移りま

す。 

経費精算レポートを従業員へ差戻し 

自分の確認と承認を待っているレポートはすべて [ホーム] ページの [承認待ち] セクションに表

示されます。 

手順  説明 

 レポート名 (リンク) をクリックし、レポートを

開きます。 

 [経費精算レポート] ページが表示されます。 

 [従業員へ差戻し] をクリックします。  T [レポートの差戻し] ボックスが表示されます。 

 従業員へのコメントを入力し、 [OK] をクリッ

クします。 

 レポートは、提出者に返送されます。 
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セクション 9: 経費精算レポートを確認して承認する（続き） 

経費精算レポートの承認金額を変更する  

自分の確認と承認を待っているレポートはすべて [ホーム] ページの [承認待ち] セクションに表

示されます。 

手順  説明 

 レポート名 (リンク) をクリックし、レポートを

開きます。 

 [経費精算レポート] ページが表示されます。 

 適切な変更を行い、 [保存] をクリックしま

す。 

  

 [承認] をクリックします。  レポートはワークフローの次のステップに移りま

す。 
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セクション 10: アクション ボタンとアイコン 

 

ボタンとアイコンの説明 

 
同席者: 経費に同席者が関連していることを示します。 

 
承認: 経費精算レポートを承認して処理を進めます。 

 

クレジット カード取引: 経費がクレジット カード取引から作成されている

ことを示します。 

 
コメント: 経費にコメントあることを示します。 

 レポートの削除: 開いている経費精算レポートを削除します。 

 

詳細: レポート ヘッダー、配賦、監査証跡などの経費精算レポートの詳細

を表示できます。 

  
規定違反: 経費に規定違反があることを示します。 

 
経費をインポート: 開いている経費精算レポートに、出張の詳細やクレジ

ット カード請求をインポートできます。 

 

乗算記号: 外貨で立替払取引を処理する際に、為替レートを切り替えま

す。 

 

新規の同席者: これまでに使用したことのない同席者を経費精算レポート

に追加します。 

 
新しい経費: 立替払の経費項目を作成します。 

 

経費精算レポートを開始: 経費精算レポートを新規作成します。 

 

次へ: 経費精算レポート ヘッダーを作成後、次の処理ステップに進みま

す。 

 
私的: 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。 

 
印刷: 開いている経費精算レポートの FAX 送信票や詳細レポートを印刷し

ます。 

 
領収書: 領収書イメージの添付や過去に添付した領収書の確認を行いま

す。 

 
保存: 開いている経費を保存します。 

 
明細化: 開いている経費を明細化します。 
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ボタンとアイコンの説明 

 

従業員へ差戻す: 承認者は経費精算レポートを差戻して訂正を求め

ることができます。 

 
レポートの提出: 経費精算レポートを承認者に提出します。 

 

明細の表示/非表示: このアイコンをクリックすると、明細の詳細の

表示/非表示を切り替えることができます。 

 


