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1

［サポートへのお問い合わせ］リンクの場所およびアクセス

1.1 ［サポートへのお問い合わせ］リンクが提供されている場所について
サポート問い合わせ権限の保持者 (ASC) のアクセス許可が割り当てられると、SAP Concur 内に [Contact
Support （サポートへのお問い合わせ）] リンクが自動的に表示され、シングルサインオン (SSO) で SAP Concur サ
ポートポータルに簡単にアクセスできるようになります。［サポートへのお問い合わせ］リンクは、通常、［ヘルプ］の下
に表示されますが、ページ下部または［ヘルプ］タブの横に［サポート］として表示されることもあります。

1.2 ポータルへのアクセスをアクティブ化する方法
アクセスを許可するには、ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認し、ブラウザー設定で以下のいずれ
かを信頼済みサイトとして追加します。
•

Standard Edition - https://concur.secure.force.com/CteStandard/

•

Professional Edition - https://concur.secure.force.com/CTESupport

アクセスをアクティブ化するには、［ヘルプ］>［サポートへのお問い合わせ］をクリックします（1.1 を参照）。
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2

SAP Concur サポートポータル - ホームページの概要

1. My Profile（自分のプロファイル）| Close（終了/ログアウト）：プロファイル情報を簡単に更新することができま
す。［終了］をクリックするとログアウト（終了）します。
2. メニュータブ：最も一般的に使用される機能にアクセスできます。
3. ［質問を入力してください］検索バー：ナレッジベースの回答、ケース、改善依頼、トレーニング、技術資料（ユー
ザーガイドなど）、および SAP Community にすばやくアクセスできます。
4. Information Center（情報センター）：サポート、セキュリティ、および業務（保守）部門からの重要な通知が表示
され、これらの通知の電子メールでの受信に加入することができます。
5. ケースの作成および表示：ケースにすばやく簡単にアクセスするための指定領域です。
6. ナレッジベース：さまざまな SAP Concur サポートポータルページからアクセスでき、回答を簡単に見つけること
ができます。
7. Improvement Requests (改善依頼) : 改善を提出、表示、および投票します。
8. サポートとチャットする：簡単な質問の場合、チャットを介してサポートを受けることができます。
9. サポートに電話する：グローバルサポートの電話番号にアクセスするためのリンクが提供されています。
10. コミュニティから：お客様が互いに情報を共有するための場所
11. クイックリンクメニューバー：上部のメニュータブとドロップダウンメニュー選択項目が一覧表示されています。
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[My Profile （自分のプロファイル）] のオプションおよび優先設定

3.1 プロファイルを作成する方法
初めてポータルにアクセスすると、プロファイルの作成を促す［ユーザー情報確認］ボックスが表示されます。以下の
手順に従います。
1. 姓、名、およびメールアドレスを確認します。氏名またはメールの修正が必要な場合、変更は SAP Concur
プロファイルで行う必要があるため、Concur 管理者に連絡してください。
2. 必須フィールドに入力します。
3. ドロップダウンリストから優先言語を選択します。デフォルトは英語です。
4. 優先設定を選択します。
•

サービスアラート - Concur のシステムステータスダッシュボードである Concur Open 外で管理さ
れるインシデント、またはインシデント管理以外で考慮を要する通知について、concursupportservicealerts@concur.com からのメールを受信します。

•

言語サポート - 特定の言語サポートに対する需要が高いため、ケースの対応に遅れが生じている
場合に英語でサポートを受け付けます。

•

情報センター通知 - サポート、セキュリティ、業務部門からの重要な情報センター通知メールを受
信します。

•

ケースに関する電話 - ケースに関する電話連絡を受けることをオプトアウトします。

5. 任意フィールドを更新します。
6. ［保存］をクリックします。
3.2 プロファイルを更新する方法
プロファイルを更新するには、ホームページの右上隅にある［自分のプロファイル］リンクをクリックします。

3.3 言語優先設定を変更する方法
サポート問い合わせ権限の保持者向けとして、英語のほかに簡体字中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国
語、ブラジルポルトガル語、スペイン語の 7 つの言語オプションが用意されています。言語優先設定を変更するに
は、［自分のプロファイル］に移動して、［言語を選択してください］ドロップダウンメニューからオプションを選択し、［保
存］をクリックします。
別の言語を選択すると、静的に表示されるページに影響が及びます。つまり、ヘッダー、フッター、ケーストピックのド
ロップダウンに表示されるコンテンツ、およびケースタイプの値が適宜翻訳されます。
注意：ユーザーサポートデスク (USD) サービスをご購入のお客様の場合、ユーザーは、USD ポータルへの初回ロ
グイン時に、英語のほかに簡体字中国語、フランス語、ドイツ語、日本語、ブラジルポルトガル語、スペイン語の 6 つ
のオプションから言語を選択することができます。言語オプションは、ユーザーの USD ポータルプロファイル内でい
つでも変更することができます。
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グローバル検索 - 質問を入力してください

4.1 ［質問を入力してください］バーで検索できる対象について
［質問を入力してください］検索バーを使用すると、検索が容易になります。件名を入力すると、関連トピックの一覧に
結果がカテゴリ別 (記事、ケース、改善依頼、コミュニティ投稿、トレーニング資料) に表示されます。または、特定の
ケース番号を検索します。

5

情報センター

5.1 情報センターの目的について
情報センターには、サポート、セキュリティ、および業務（保守）部門からの通知について関連する情報が提供されま
す。ここに提供される情報は、P1 インシデントには関連しません。P1 インシデントを表示および追跡する方法の詳
細については、SAP Concur トレーニングライブラリーに提供されている文書『SAP Concur サポートご利用にあたっ
て』を参照してください。
5.2 情報センター通知をメールで受け取る方法
ASC は、以下の手順を実行することにより、電子メールによる情報センター通知の受信に加入することができます。
1. ［自分のプロファイル］をクリックします。
2. ［優先設定］まで下にスクロールして、［情報センター通知の受信に加入］を選択します。
3. ［保存］をクリックします。
注意：情報センター通知メールは、Concur サポート情報センター (informationcenter-no-reply@concur.com) から
送信されます。
5.3 情報センター通知を表示する方法
ホームページにある［情報センター］で、［情報センター通知の表示］をクリックします。
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サポートの要請

6.1 サポートを要請する前のベストプラクティスについて
SAP Concur サポートに連絡してサポートを要請する前に、ASC は以下を確認することをお勧めします。
•

考えられる解決策についてはナレッジベースを確認します。

•

メールによる通知の受信に加入する場合は、情報センターで投稿済みの通知を確認するか、受信ボックス
を確認します。

•

Personalized Concur Open の通知を購読している場合は、Concur Open または受信ボックスを確認しま
す。

注意：Concur Open、パーソナライズされた Concur Open、および通知の購読に関する詳細については、SAP
Concur トレーニングライブラリーに提供されている文書『SAP Concur サポートご利用にあたって』を参照してくださ
い。
6.2 サポートを要請する方法
サポート問い合わせ権限の保持者は、SAP Concur サポートポータル、チャット、または電話でケースを作成して、
SAP Concur サポートにサポートを要請することができます。問題の報告、質問、サポートの要請を行うには、ケー
スを作成することをお勧めします。問題や要請が複雑な場合でも、ケースを提出すると詳細情報や関連文書を含め
ることができるため、効率的に対処できます。
すぐに回答できる基本的な質問には、チャットや電話のサポートが最適です。氏名、会
社名、SAP Concur ソリューション名を伝えて、アカウントのメールアドレスを確認してく
ださい。SAP Concur サポートの担当者がケースを作成し、記録のために会話を入力
します。より高度なサポートが必要な場合、ケースは適切なレベルの専門知識を持つグ
ループに転送されます。
6.3 提供する必要がある情報について
解決にあたる SAP Concur サポートが必要とする情報ですので、再現手順の情報は必ず提供してください。正確な
情報を把握するため、特に、レコードロケーター、レポート ID、またはジョブ番号については、可能であれば、SAP
Concur ソリューションからの情報をコピーしてケースに貼り付けてください。
SAP Concur サポートでは、セキュリティ保護された画面共有アプリケーションであり、SAP Concur ソリューションへ
の表示専用アクセスを可能にする同時ブラウズ機能を提供しています。この機能は、［ヘルプ］メニューの下に表示さ
れ、サポート問い合わせ権限の保持者が利用できます。
6.4 チャットセッションを開始する方法
SAP Concur サポートとのチャットは簡単です。チャットセッションを開始するには、ホームページで、[Chat with
Support（サポートとチャットする）] をクリックします。チャットの前に必要事項を選択するためのウィンドウが表示さ
れ、必要なサポートに応じて [Expense]、[Travel]、[Invoice]、または [Concur Request] の選択を求められます。担
当者が受け入れると、チャットウィンドウが表示されます。チャットセッションが終了すると、ケースに記録が添付され
ます。
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6.5 グローバル SAP Concur サポートの電話番号が記載されている場所について
グローバルサポートの電話番号は、ホームページ > ［サポートに電話する］ > ［グローバル電話番号の表示］に記載
されています。サポートに電話をしたときに担当者がすべて応対中である場合は、電話番号を入力することで順番待
ちできるコールバック機能が提供されます。
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ナレッジベース

7.1 ナレッジベースの記事を検索する方法
ナレッジベース (KB) には、以下の 5 つの領域からアクセスすることができます。
1. ホームページ
2. ［サポート］タブ
3. ［リソース］タブ
4. クイックリンクメニューバー（ページ下部）
5. ケースの登録時
ナレッジベースへのアクセス方法に関係なく、以下を実行すると、ページ中ほどの部分に関連記事が表示されます。
1. [Ask us anything （質問を入力してください）] と示されている検索ボックスに単語またはフレーズを入力しま
す。
2. 任意のフィルターを選択して、結果をカスタマイズします。
•

［自分のプロファイル］で選択した言語に合うよう検索結果が自動的にフィルタリングされます。

•

該当する言語フィルターを選択して、追加でサポートされている言語で検索結果を表示します。

•

記事は、サポートされているすべての言語で翻訳されているわけではありません。

3. ページ中ほどの部分に表示されるパネルで結果を確認します。
4. 記事を開くには、該当する記事のリンクをクリックします。新しいウィンドウが開き、画面に記事が表示されま
す。ここから、ナレッジベースに戻ることも、ケースを作成することもできます。
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7.2 サポートされている言語でのナレッジベース記事の提供について
ナレッジベース記事は、以下のサポート言語で提供されています。簡体字中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本
語、韓国語、ブラジルポルトガル語、スペイン語の 7 つの言語オプションが用意されています。
7.3 別のサポート言語でナレッジベース記事を表示する方法
1. 該当する記事を検索して、リンクをクリックします。
2. [Language （言語）] ドロップダウンをクリックして、適用可能な言語を表示します。
•

ドロップダウンメニューには、記事が翻訳されている言語のみが表示されます。

3. 目的の言語を選択します。
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ケース管理

8.1 ケースを作成する方法
ケースは、ホームページから直接作成することも、［サポート］タブから作成することもできます。ケースを作成するに
は、以下の手順を実行します。
1. ［ケースを作成］をクリックします。
2. ［ケースの説明］フィールドに、問題の再現手順や一意の識別名、日時、ユーザーへの影響の大きさ、ケー
スに関連するその他の詳細などを記入します。
3. ［件名］フィールドに、ケースについての短い説明を入力します。
入力した件名に基づいて、関連するナレッジベース記事または Concur トレーニングリソース（ユーザーガイ
ド、ビデオ、リリースノート、その他の文書など）が［推奨記事］セクションに表示されます。

4. ［推奨記事］セクション内で、該当するリンクをクリックして、記事またはリソースを表示します。
•

記事のリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開き、特定の記事を確認することができます。
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•

o

その記事が質問の内容に適っている場合は、[Yes - Take me to the Knowledge Base （は
い、ナレッジベースに移動します）] をクリックします。または、ポータルの別のタブをクリックしま
す。

o

質問の内容に適っていない場合は、［いいえ、ケースを作成します］をクリックします。

関連する記事が表示されない場合は、[Continue Creating a Case （ケースの作成を続ける）] をク
リックします。

5. ドロップダウンリストから最適な [Topic （トピック）] および [Case Type （ケースのタイプ）] を選択します。
6. ドロップダウンリストから最適な [Urgency (Customer Assessment) （緊急度（カスタマー評価））] を選択し
ます。 以下のオプションがあります。
•

1 - 最高（コアサービスが完全に停止）

•

2 - 高（業務上重大な障害）

•

3 - 中（業務に影響あり）

•

4 - 低（業務への影響は軽微）

7. ケースにはデフォルトで優先度 3 - 中が自動的に設定されますが、ケースの確認後、SAP Concur によって
優先度が割り当てられます。優先度は「SAP クラウドサービスのサポートポリシー」の「顧客への応答レベ
ル」セクションに記載されています。優先度によって、初期応答、継続的な連絡、および目標解決時間の最
大時間が決定されます。
注意：サードパーティーの業者が対応するインシデントについては、このコミュニケーションレベルは適用さ
れません。
8. ドロップダウンリストから該当する［ケース発生の地域］を選択します。 以下のオプションがあります。
•

APA

•

EMEA

•

LATAM

•

北米

9. ［サイト/URL/アカウント番号］を入力します（該当する場合）。
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10. ケースの対応開始前に SAP Concur サポート担当者からの電話連絡を希望する場合は、［ご連絡くださ
い］チェックボックスを選択します。［自分のプロファイル］の電話番号が正しいことを必ず確認してください。
11. SAP Concur が本稼動サイトでケースのトラブルシューティングを行うことを許可するには、［本稼動サイトで
の Concur によるテストを許可］ボックスを選択します。
12. Service Administration、Service Assistant、Concur Advanced Care、および Concur Select Care を購
入している場合は、ケースを該当するキューに転送するには、[Expertise & Care] ボックスにチェックを付け
ます。

13. 最適な担当者が対応できるように、［サポートが必要な内容］ドロップダウンリストからケースに対して適切な
理由を選択します。以下のオプションがあります。
•

何らかの不具合があると思われる

•

サイトに変更を加えたい

•

質問がある

14. SAP Concur サポートからのアップデートを共有したい人がほかにもいる場合は、［CC メール］フィールドに
追加のメール
アドレス（最大 8 つ）を入力します。
注意：ケースはメールで更新できますが、更新を SAP Concur サポートポータルから確認することはできま
せん。
15. SAP Concur サポートが問題解決のために使用するドキュメントを追加するには、［登録 & ファイルを添付］
をクリックします。ファイルを添付するには、3 つの手順に従ってください。1 ファイルにつき 25MB までで
す。
注意：セキュリティ上の理由から、メールでのケースの更新時はファイルの添付は許可されていません。
16. ［送信］をクリックすると、ケース番号が自動的に割り当てられます。

注意：データファイルの場合、インポートまたはエクスポートジョブファイルを、暗号化せずに
御社の FTP (File Transfer Protocol) サイトにアップロードすることをお勧めします。この方
法により、SAP Concur サポートが安全な方法でファイルにアクセスして表示できるように
なります。また、完全なクレジットカード番号や社会保障番号などの機密データを含むファイ
ルは添付しないでください。
8.2 SAP Concur サポートがケースを処理する順序を特定する方法
すべてのケースに、デフォルトで優先度 3 (P3) が自動的に設定されます。SAP Concur サポートがケースを確認し
た後、優先度が割り当てられます。優先度は「SAP クラウドサービスのサポートポリシー」の「顧客への応答レベル」
セクションに記載されています。優先度によって、初期応答、継続的な連絡、および目標解決時間の最大時間が決
定されます。
注意：サードパーティーの業者が対応するインシデントについては、このコミュニケーションレベルは適用されませ
ん。
割り当てられた優先度に応じて、ケースは以下のように管理されます。
•

年中無休の、P1 および P2 問題に関するミッションクリティカルサポート（英語のみ）

•

営業時間（現地の公休日を除く、月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 6 時まで（現地時間））中の、P3
及び P4 問題に関する非ミッションクリティカルサポート（英語のみ）
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8.3 ケースを表示する方法
ケースは、ホームページから直接表示することも、[Support （サポート）] タブをクリックして表示することもできます。
ケースを表示するには、以下の手順に従います。
1. ［ケースを表示］をクリックします。
2. ［表示］ドロップダウンリストから、以下のオプションのいずれかを選択します。
•

1 - すべてのオープンな管理者のケース

•

2 - すべての終了した管理者のケース

•

3 - * すべてのオープンなエンドユーザーのケース

•

4 - * すべての終了したエンドユーザーのケース

•

5 - 自分のケース

•

6 - 最近表示したケース

* これらの項目は、ユーザーサポートデスクサービスを導

入している場合にのみ、ご利用いただけます。
導入している場合でも、ユーザーのケースについてはサ
ポートの管理下にあるため編集しないでください。

3. ケースを昇順または降順に並べ替えるには、目的の列見出しをクリックします。
4. ケースの 1 つを表示させるには、［ケース番号］または［件名］リンクをクリックします。
5. ケースを更新するには、［ケースコメント］セクションの［コメントを追加］をクリックします。
6. ナレッジベースを検索するには、［記事を探す］をクリックします。
7. 添付ファイルを追加するには、［ファイルを追加］をクリックし、上述の 3 つの手順を実行します。1 ファイル
につき 25 MB までです。
注意：ケース作成者はメールでケースを更新できますが、セキュリティ上の理由から、ファイルの添付は許可されて
いません。また、メールの更新は、ポータルには表示されません。
8.4 ケースを終了する方法
1. ケースを終了するには、該当するケースを開き、[Close Case （ケースを終了する）] ボタンをクリックします。

14

2. ［ステータス］で［終了］を選択し、［送信］をクリックします。

8.5 ケースを印刷する方法
ケースの一覧を印刷するには、［サポート］タブ内の［ケースを表示］をクリックします。右側にある［印刷ビュー］をクリ
ックします。別のページが表示され、印刷前にそこで印刷オプションを調整することができます。

8.6 ケースレポートをダウンロードする方法
1. レポートをダウンロードするには、メニューバーの上にある［サポート］タブをクリックします。
2. ［ケースレポートをダウンロード］をクリックします。

3. 該当するレポート基準を選択します。
•

レポートタイプ：自分の組織のケース、自分のケース、またはエンドユーザーのケース

•

ケースステータス
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•

指定期間内に作成されたケース/終了したケース

•

ページあたりのレコード数

•

［子会社のケース以外］を選択すると、親会社から子会社のケースが除外され、プライバシーに関する
懸念を軽減することができます。

4. ［レポートの実行］をクリックします。レポートを実行すると、リクエストしたデータを取得するクエリが実行さ
れ、データが画面に表示されます。
5. ［レポートをダウンロードする］をクリックします。
•

レコード数が 250 を超える場合は、［レポートファイル］をクリックします。レポートがダウンロード可能な
場合、［リクエストステータス］が［リクエスト済み］から［完了］に変更され、［レポートをダウンロードす
る］リンクが表示されます。
注意：メール通知は、レポートがダウンロード可能な場合に送信されます。

•

レポートのダウンロードによって、件名、ケース番号、作成日、報告者、最終コメント日、ステータス、サ
イト/URL/アカウント番号、および終了日に関するデータが Excel ファイルに転送されます。

注意：レポートタイプ［ユーザーのケース］および［監査ケース］は、ユーザーサポートデスク/監査サービスを導
入している場合のみ、ダウンロードできます。
9

リソース

9.1 技術文書やトレーニングオプションなどの一般情報を入手する方法
ページ上部のメニュータブから [Resources （リソース）] にアクセスした場合でも、ページ下部のクイックリンクメニュ
ーバーを使用した場合でも、[Resources （リソース）] ページには以下の情報が表示されます。
•

ナレッジベース

•

リリース/技術情報

•

トレーニング

•

ウェビナー

9.2 リリースノート、リリースカレンダー、Client Admin Release Summary を入手する方法
• Professional Edition のお客様
o

[Resources （リソース）] > [Release/Tech Info （リリース/技術情報）]

• Standard Edition のお客様
o

［リソース］>［リリース/技術情報］-［標準］：リリースノート

o

［リソース］>［リリース/技術情報］-［標準］>［技術文書］：リリースカレンダーおよび Client Admin
Release Summary
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9.3 ファクトシートについて
ファクトシートは、Professional Edition を導入済みのお客様にご利用いただけます。ファクトシートには、新機能、関
連する設定ステップ、およびお客様が機能のアクティブ化を準備するために実行する必要があるステップが記載され
ます。
ファクトシートは、永続的なドキュメント（設定ガイド、ユーザーガイドなど）とは異なります。
•

永続的なドキュメントは、すべてのお客様に向けて機能が一般提供 (GA) されるときに提供されます。
ファクトシートは、機能が内部または早期導入者に提供される期間（GA ではない）をカバーする一時的なド
キュメントです。

•

永続的なドキュメントは、定期的に改訂され、最新の状態が保たれます。
ファクトシートは、その時点のことが反映され、通常、更新されることも、最新の状態が保たれることもありま
せん。

この機能が一般提供された後は、ファクトシートの代わりに、リリースノートと永続的な文書を使用してください。
9.4 ファクトシートを印刷する方法
[Resources （リソース）] ページには、デフォルトで [Knowledge Base （ナレッジベース）] が表示されます。
[Release/Tech Info （リリース/技術情報）] リンクをクリックします。[Fact Sheet （ファクトシート）] セクションがこのペ
ージにあります。クリックすると別のサイトに誘導され、そこで PDF や Word 文書を表示したり、印刷したりすること
ができます。

注意：ファクトシートは、Professional Edition を導入済みのお客様のみがご利用いただけます。
9.5 トレーニング情報を入手する方法
[Resources （リソース）] タブには、トレーニングおよびウェビナーが提供されています。[Training （トレーニング）] リ
ンクをクリックすると、該当するトレーニングツールキットに誘導され、さまざまなウェビナーおよびガイドを利用するこ
とができます。
•

プロフェッショナル

•

標準
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[Webinars （ウェビナー）] リンクをクリックすると、視聴可能な出張関連のウェビナーおよび『SAP Concur サポート
ご利用にあたって』の e ラーニングコースが表示されます。

10

コミュニティ情報

10.1 コミュニティ

［コミュニティ］は、ASC が別の ASC とやり取りしたり、質問および回答を投稿したり、コミュニティのディスカッション
に参加したりすることができる場所です。コミュニティは、ご利用の製品エディションに基づきます。Professional
Edition のお客様用のコミュニティと Standard Edition のお客様用のコミュニティに分かれています。

10.1.1 質問を投稿する方法
1. ［質問内容を入力してください］と示されている検索フィールドに質問を入力します。
2. キーボードの Enter キーを押すか、検索アイコンをクリックします。類似の質問または記事が表示されます。
3. 類似の質問または記事の投稿がない場合、［質問の投稿］ボタンをクリックします。
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10.1.2 投稿されているアイテムを検索する方法
[Community （コミュニティ）] リンクから、検索バーを使用して回答および質問を検索することができます。
すぐ下のドロップダウンメニューを使用して、[All Questions （すべての質問）]、[Unanswered Questions （未回答の
質問）] などで検索することができます。
［最もアクセス頻度が高い］または［最近］などを使用してソートすると、回答を効率的に表示することができます。
回答がページ中ほどのパネルに表示されます。左側からカテゴリ別に参照することもできます。

10.1.3 別のユーザーによる投稿にコメントする方法
[Answer （回答）] を選択して、コメントまたは回答を入力します。気に入った投稿があったら、［いいね］を選択してコ
ミュニティに知らせてください。[Follow （フォロー）] を選択して投稿をフォローしたり、[Community （コミュニティ）] ペ
ージに今後表示したくない場合は [Flag （フラグ）] を選択し、スパム、不適切、または気に入らないとしてフラグ設定
したりすることもできます。
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10.1.4 送信した質問の一覧をポータルで確認する方法
送信した質問を確認するには、検索バーの下にあるドロップダウンメニューを使用して、[My Questions （自分の質
問）] を選択します。

10.2 Continuous Influence Sessions（ソリューション提案など）
継続的な影響セッション (CIS) によってソリューション提案プラットフォームが置き換えられ、製品改善依頼が取得さ
れました。SAP は、より多くの機能を持つより優れたツールを提供するだけでなく、アイデアのレビュー、検討、およ
び実装の方法のプロセス全体を改善しています。
注記: Customer Influence and Adoption を参照してください。
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文書および e ラーニングコース

SAP Concur トレーニングライブラリーで、以下のリソースが提供されています。
•

ケース責任割り当て RACI 比較表

•

SAP Concur サポート e ラーニングコースの活用
o

SAP Concur サポートポータルでパス［リソース］>［ウェビナー］>
［Concur サポートトレーニング］を選択して、対応する e ラーニングコー
スにアクセスすることもできます。

•

SAP Concur サポートご利用にあたって

•

SAP Concur サポートご利用にあたって - クイック参照ガイド

•

ユーザーサポートデスクの活用 - クイック参照ガイド
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