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所有権に関する言明 

このドキュメントには Concur 社（本社ワシントン）固有の機密情報・機密データが含まれます。

アクティブな Concur クライアントのお客様は、書面による同意なしで業務上のニーズに合わせて

このドキュメントを変更できます。アクティブな Concur クライアントでないお客様は、このドキ

ュメントのいかなる部分も、Concur Technologies, Inc. の書面による事前の同意がない限り、目

的を問わず複写、送信、検索システムへの格納、いずれかの言語への翻訳を行うことはできません。

また、その他のいかなる形式または手段 (電子的であるか機械的であるかを問わない) で使用する

こともできません。 

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 Request 

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。 
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Concur Request へようこそ 

Request 機能を使用すると、出張経費が発生する前に承認を要求することによって、お客様の会社

が経費を管理できるようになります。  

セクション 1: 申請を作成する  

ステップ 1:申請を新規作成する  

手順  追加情報 

1. ［My Concur］ ページの [アクティブな作業] 

セクション内の ［申請］ タブをクリックしま

す。 

 

 画面の上部のメニューから [申請] 機能にアクセス

することもできます。 
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手順  追加情報 

2. [新規の申請] をクリックします。  ［申請ヘッダー］ タブ が表示されます。このペー

ジに表示されるフィールドは、会社によって定義さ

れます。 

3. 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) とオ

プション フィールドに入力します。 

  

4. [保存] をクリックします。  セグメントを追加する前に、申請を保存しなければ

なりません。 
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ステップ 2: 申請にセグメントを追加する  

［セグメント］ タブ内の上部のアイコンは、［申請ヘッダー］ で選択したポリシーに基づいて利

用可能なセグメントを表します。   

手順  追加情報 

1. ［セグメント］ タブで、出張に必要な予約タイ

プのアイコンをクリックします。 

 予約タイプに対してポリシーが複数ある場合には、

アイコンにドロップダウン矢印も併せて表示されま

す。その場合は、ドロップダウン メニューから予約

タイプを選択します。 

 

2. 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) とオ

プション フィールドに入力します。 

 払戻通貨以外の通貨でセグメントの金額を入力する

と、経費レートは以下のように設定されます。 

• 合計は、払戻通貨に変換された金額になり

ます。 

• 変換計算には、現在の為替レートが使用さ

れます。 

• セグメントを保存すると、変換が計算され

ます。また、セグメントが再び開かれ保存

されると再計算されます。 

3. [保存] をクリックします。    
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[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。 

 

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

ストから選択します。 

 

 

ステップ 3: セグメントを追加する 

元のセグメント フィールドの下に、新しいセグメント フィールドが表示されます。 

手順  追加情報 

1. 出張に必要な次の予約タイプのアイコンをクリ

ックします。 

  

2. 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) とオ

プション フィールドに入力します。 

  

3. [保存] をクリックします。   
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セクション 2: 予約から新規の申請を作成する 

ステップ 1: 予約を入力する 

手順  追加情報 

1. Travel で通常どおり出張を予約します。    

2. [出張予約情報] ページで、[出張名] および [出

張の説明] フィールドに出張情報を入力しま

す。  

 出張名は、申請名と同じになります。これは、必要

に応じて、[申請ヘッダー] ページで後から変更する

こともできます。  

3. [次へ] をクリックします。  出張名、旅程とともに、航空運賃見積りが表示され

ます。  

4. [予約完了] をクリックします。  これで、出張は承認順番待ちの保留になり、［申請

ヘッダー］ ページに送られます。 
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旅程情報に基づいて、申請ヘッダーとセグメントが作成されます。 

ステップ 2: 申請を入力する  

申請の入力が終わったら、セグメントを割り当て、イメージを添付し、セグメントを追加して申請

を提出します。最後に、申請を経費精算レポートに関連付けます。 
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Travel で出張を変更すると（日付、場所、セグメントの価格の変更など）、それらの変更は即座

に申請に反映されます。セグメントを削除すると、それらのセグメントは申請から削除されます。

出張をキャンセルすると、その申請の現在のステータスが保持されますが、すべてのセグメントが

削除されます。 
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セクション 3: 申請を配賦する 

配賦機能を使用すると、申請をプロジェクトや部門に配賦することができます。会社の構成に応じ

て、経費精算レポートに関連付けられたときに、申請からの配賦は関連する経費に自動的にコピー

されます。 

手順  追加情報 

1. 通常どおりにすべての申請を入力します。   

2. [セグメント] ページの右上隅の [配賦] をクリ

ックします。 

 申請の最初のセグメントを保存すると、[配賦] ボタ

ンが表示されます。 

 
 

3. [配賦基準] ドロップダウン メニューから [％] 

または [金額] を選択します。 

  

4. 配賦テーブルの最初の列に、[％] または [金

額] を入力します。 

  

5. [部門] の列見出しの下にあるフィールドをクリ

ックします。 

 会社の設定によっては、入力項目として、[部門] 以

外のフィールドが表示される場合があります。  

6. 配賦先の部門を選択します。   

7. [新規の配賦を追加] をクリックします。  新しい配賦のフィールドが表示されます。  

8. 新しい配賦ごとに手順 5 ～ 7 を繰り返しま

す。 

 会社の設定によっては、申請の配賦の合計が 100% 

になる必要はありません。 
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9. [保存] をクリックします。   

10. [完了] をクリックします。  セグメントを個別に配賦することはできません。申

請のすべてのセグメントは、同じ配賦を共有しま

す。いずれかのセグメントが配賦されていれば、す

べてのセグメントが配賦されていることになりま

す。 
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セクション 4: 申請を印刷、提出、再提出する 

申請を確認および印刷する 

手順  追加情報 

1. [申請] ページで、[印刷/メール] ドロップダウ

ン メニューの [出張申請レポート] を選択しま

す。 

  

2. レポートを印刷するには [印刷] をクリックし

ます。 

 申請のすべてのセグメントが印刷されます。 

 

スキャンしたイメージを添付する 

会社が Concur Imaging を利用している場合は、スキャンしたイメージを申請に添付することが

できます。 

手順  追加情報 

1. [申請] ページで、[添付ファイル] ドロップダ

ウン メニューから [ドキュメントの添付] を選

択します。 

  

2. [参照] をクリックし、添付するファイルを検索

します。 
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手順  追加情報 

3. 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。 

4. 別のイメージを添付するには、[参照] をクリッ

クし、同じ手順を繰り返します。 

  

5. [添付] をクリックし、次に [完了] をクリック

します。 

  

6. 添付したファイルを確認するには、[添付ファイ

ル] ドロップダウン メニューから [ドキュメン

トの確認] を選択します。 

  

添付ファイル イメージを削除する 

手順  追加情報 

1. [申請] ページで、[添付ファイル] ドロップダ

ウン メニューから [ドキュメントの削除] を選

択します。 
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2. 確認ウィンドウで [はい] をクリックします。   [ドキュメントの削除] オプションを選択すると、添

付されているイメージがすべて削除されます。個々

のイメージを削除することはできません。 

 

 

 

作成が完了した申請を提出する  

手順  追加情報 

1. [セグメントの追加] ページで、[申請の提出] 

をクリックします。 

 申請承認者が割り当てられている場合は、[申請の

提出] をクリックするだけです。 

会社の構成により、承認者を修正することができる

場合は、最初に [承認フロー] タブをクリックし、

適切な承認者を選択し、[申請の提出] をクリックし

ます。  

申請が提出されると、[アクティブな申請] ページが

表示されます。新しい申請がリストに表示されま

す。 
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セクション 5: 申請を経費精算レポートに関連付ける 

申請が承認された後のみ、申請を経費精算レポートに関連付けることができます。 

手順  追加情報 

1. ［My Concur］ ページの [アクティブな作業] 

セクション内の ［申請］ タブをクリックしま

す。 

 申請を経費精算レポートに関連付けるには、次の 3

つの方法があります：  

• 新規レポートを作成し、レポート ヘッダー

から申請を適用する 

• 承認された申請について、[経費精算レポー

ト] ボタンをクリックして、申請から新規

レポートを作成する 

• 経費を追加する前に、申請を既存のレポー

トに適用する 

2. [要経費精算レポート] ボタンをクリックしま

す。 

 [要経費精算レポート] ボタンは、承認された申請に

ついてのみ使用可能です。 
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手順  追加情報 

3. 会社の指示に従って、[レポート ヘッダー] ペ

ージの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) とオプション フィ

ールドに入力します。 

 このページに表示されるフィールドは、会社によっ

て定義されます。  

関連付けられた申請は、［申請］ セクションに表示

されるようになります。  

4. [次へ] をクリックします。   
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5. 通常どおり、経費精算レポートを入力して提出

します。 
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セクション 6: 申請の審査および承認 

承認者として、申請を承認したり、従業員が修正して再提出できるように申請を差戻したり、承認

して転送することができます。  

申請の審査および承認 

確認と承認が必要な申請はすべて、[My Concur] の [承認順番待ち] セクションに表示されます。 

手順  追加情報 

1. ［My Concur］ ページの [承認順番待ち] セ

クション内の ［申請］ タブをクリックしま

す。 

  

 

2. 申請名をクリックします。   [申請ヘッダー] ページが表示されます。 

3. [申請ヘッダー] ページに入力されているヘッダ

ー情報を確認します。 

  

4. [セグメント] タブをクリックし、セグメント情

報を確認します。 

  

5. 承認できる場合は、[承認] をクリックします。  申請は、ワークフローの次のステップに移ります。 
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申請を従業員に差戻す  

手順  追加情報 

1. ［My Concur］ ページの [承認順番待ち] セ

クション内の ［申請］ タブをクリックしま

す。 

  

2. 申請名をクリックします。  [申請ヘッダー] ページが表示されます。 

3. [申請の差戻し] をクリックします。  T [申請の差戻し] ダイアログ ボックスが表示されま

す。 

4. 従業員へのコメントを入力し、[OK] をクリッ

クします。 

 申請は、従業員に戻されます。 
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申請の審査ステップを追加する  

会社の設定によっては、必要に応じて、申請の承認ステップを追加することができます。たとえば、

申請が承認された承認限度額を超える場合、その申請に適切な承認者を手動で選択できます。 

手順  追加情報 

1. ［My Concur］ ページの [承認順番待ち] セ

クション内の ［申請］ タブをクリックしま

す。 

  

2. 申請名をクリックします。  [申請ヘッダー] ページが表示されます。 

3. [承認して転送] をクリックします。  [承認フロー] ページが表示されます。 

4. [ユーザー追加の承認者] フィールドに検索基準

を入力します。 

 入力された検索基準に一致する承認者がすべて表示

されます。 

5. 検索結果として表示されているオプションの一

覧から、適切な承認者を選択します。 

  

6. [承認] をクリックします。  選択した承認者に申請が転送されます。 



 

© 2008-2013 Concur Technologies Inc. All rights reserved.   

改訂:2013 年 6 月 5 日  23 

 

 


