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リリース ノート 

Expense 

出張手当: レート通貨と払戻通貨に基本レートを表示（ポーランド、チェコ共和国、

国共通） 

この機能の制限と今後の展開 

先月、時刻帯共通のレート設定でこの新しいオプションを使用できるようになりました。 

本リリースでは、次の国で使用可能になります: 

• ポーランド 

• チェコ共和国 

• 1 日の共通時間帯 

• 国共通 

概要 

本リリースより、割り当てたレートの通貨で出張の食事手当額を表示します。出張者は、出張で

使用する通貨での金額を知ることができます。  
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オプションの [食事代基本レートをレート通貨で表示] を選択（有効化）すると、 [食事代レー

ト] の列がレート通貨と払戻通貨の両方を表示するように変化します。  

業務目的とユーザーへの利点 

出張手当を公表レートの通貨で表示することができます。 

出張者への表示 

[レポートの出張経費] ページの [ステップ 3: 経費 & 調整] に 2 つの図が表示されます。ただ

しこの表示は [出張手当の構成] にある設定がアクティブ化されているかどうかによります。 

例  

出張者の払戻通貨が USD で、レートが EUR だと仮定します。この機能がアクティブならば、

EUR レート通貨と USD 払戻通貨が両方とも [食事代レート] の列に「38.73 EUR / 53.25 

USD」と表示されます。  

設定およびアクティブ化 

この機能は管理者が [Expense 管理] の [出張手当] ツールを使用してアクティブ化します。  

 2 つの通貨を表示させるには: 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [出張手当] （左側メニュー）をクリックします。 
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2. [構成] タブで国構成を 1 つ選択し、 [修正] をクリックします。 

3. [出張手当構成の修正] ダイアログ ボックスで、 [料金オプション] までスクロールしま

す。 

 

4. [食事代基本レートをレート通貨で表示] のチェックボックスを選択（有効化）します。 

5. [保存] をクリックします。 

機能が有効になり、2 つの通貨が列に表示されるようになります。 

 詳しくは、以下の文書を参照してください： 

 Travel Allowance Configuration Guide – Poland  

 Travel Allowance Configuration Guide – Czech Republic 

 Travel Allowance Configuration Guide – Generic Time of Day 

 Travel Allowance Configuration Guide – Generic Standard 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/Poland-TA_Config_Guide(CTE).pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/CzechRepublic-TA_Config_Guide(CTE).pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/GenericTimeBand-TA_Config_Guide(CTE).pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/TA/CTE/GenericStandard-TA_Config_Guide(CTE).pdf
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日本の公共交通機関: 定期券経路を明確に示す新しい IC カード アイコン 

概要 

日本の公共交通機関のユーザーに対して、 IC カードに関連する定期券経路に新しいアイコン 

（ ）を表示します。このアイコンにより、経路が手動で作成されたものか、経路検索で作成

されたものか、あるいは IC カードのインポートによるものか、すべてのデバイスで簡単に判断

することができます。  

業務目的とユーザーへの利点 

日本の公共交通機関のユーザーに、経路がレポートに追加された方法を分かりやすく表示します。 

ユーザーへの表示 

次のいずれかの方法で作成されたすべての経路にアイコンが表示されます: 

• 検索によって IC カード運賃で返された経路: 
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• カード リーダーを使って インポートされた IC カードの取引から追加された経路: 

 

IC カードに有効な経路として検索された場合、または経路がカード リーダーによって IC カー

ドから読み取られたものである場合にこのアイコンが表示されます。 

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。 

日本の公共交通機関: ジョルダン乗換案内に合わせて駅名を変更 

概要 

ジョルダン乗換案内との一貫性を保つため、一部の駅名を変更しました。 

業務目的とユーザーへの利点 

通勤経路の検索時に、より正確な検索結果を返します。 

ユーザーへの表示 

名前を変更した駅は以下のとおりです: 
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• KOBE-SANNOMIYA(HANKYU) 神戸三宮（阪急） 

- 変更後 - 

KOBE-SANNOMIYA[HANKYU] 神戸三宮［阪急］ 

• HANSHIN-SANNOMIYA 阪神三宮 

- 変更後 - 

KOBE-SANNOMIYA[HANSHIN] 神戸三宮［阪神］ 

• TAKAOKAEKIMAE 高岡駅前 

- 変更後 - 

TAKAOKAEKI 高岡駅 

• HON-MARUKAIKAN-MAE 本丸会館前 

- 変更後 - 

KYUKANIRYOU CENTER MAE 急患医療センター前 

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「Expense: 日本の公共交通機関」をお読みください。 

ユーザー インターフェース 

ユーザー管理: アルファベット順リストをタブに変更  

概要 

本リリースより、ユーザー管理ページのアルファベット順リストを変更しました。アルファベッ

トをクリックすると、各アルファベットのタブを表示します。   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Exp_UG_Japan_Public_Trans-jp.pdf
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お客様やユーザーへの利点 

タブ表示することによってスキップが簡単になり、目的のコンテンツに素早く到達できます。従

来は、ユーザーが目的のコンテンツを見つけるにはページ全体を移動しなければならず、スキッ

プすることもできませんでした。 

管理者への表示 

以前の表示: 
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今後の表示: 

 

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。 

赤文字の色変更 

概要 

テキストのコントラストを強調するため、 Concur の赤文字テキストをわずかに暗い赤色

（#df0000）に変更しました。  
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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。特別な追加設定は必要ありません。 

** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します 

ビジネスの変化によって、組織やエンド ユーザーは常に高い基準のエンタープライズ ソリュー

ションを求められます。その多くは、直感的で操作が易しく、統合されていて効率的に業務がで

きるものが望まれます。Concur はこれまで世界 2 万以上のお客様のために最高の Travel、

Expense、Invoice、および関連ソリューションを提供するために尽力してきました。現在、こ

うした課題に応えるための強固な基盤を構築しています。   

Concur ユーザー エクスペリエンスの進化は、3 つの主な目標を達成する重要な取り組みで

す。   

• ユーザーエクスペリエンスを洗練させ、会社のポリシー強化機能を維持しながらもエン

ドユーザーが使いやすいアプリケーションにすること。   

• 組織への影響とお客様による変更管理を最小限に抑えながら、Concur 製品の最大の利

点をもたらす機能を実装すること。  

• 快適な操作性と魅力的なユーザー インターフェースを Web とモバイル デバイス製品す

べてに実装すること。 

Concur の目標は、お客様それぞれのニーズを満たすように製品のユーザー エクスペリエンスを

向上し続けることです。技術と競争力のある推進者は内部戦略の鍵であり、また技術革新を推進

し続けます。Concur はお客様に最適なソリューションの提供を推進するため、ニーズに応える

インターフェースを改良し続けます。ユーザー エクスペリエンスの進化は 2014 年に開始され、

現在もお客様とのより良いパートナーシップのために鋭意継続中です。 

影響を受ける指定製品ラインは以下の通りです: 

• Travel (Standard, Professional) 

• Expense (Standard, Professional, Small Business) 

• Invoice Management (Standard, Professional) 
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• Request (Professional) 

• TripLink   

主な特徴と機能拡張は次の通りです: 

• 簡単操作に改良されたホーム画面と Expense ページ、およびユーザー視点で洗練され

たアプリケーションのルック&フィール  

• 合理的な出張サマリー、予約、ワークフロー プロセス 

• Travel、Expense、Invoice を含むすべての製品ラインに一貫した用語とアイコン  

• 機能などを論理的にグループ化したダッシュボードのデザインと、完了までに必要なポ

ップアップやページ数を最小限に抑えたタスク 

• ユーザーにとって重要な数値指標やその他の役立つ情報を提供する正確な統計セクショ

ン 

• 定義が明確で分かりやすいアクション、アラート、通知 

• 同じページに主要機能を組み合わせ、経費と領収書のスマート一致を大幅に改善 

• ヘルプやサポート、およびその他の重要なリソースへの簡単なアクセス 

スケジュール 

特定のお客様向けに新 UI の実装を 2014 年 8 月に開始します。一般リリースは 2014 年 10 月

に開始し、2015 年の初めまで実施する予定です。一般リリースのお客様は、この期間中に新イ

ンターフェースと関連の変更点をプレビューすることができます。お客様は、現在のインターフ

ェースと新インターフェースを必要に応じて切り替えることができます。   

リソース  

Concur は今後、公式コミュニケーションと計画を開始します。計画には新ユーザー エクスペリ

エンス専用の Web セミナー、ビデオ、公式メッセージ、オンライン Web サイトなどがありま

す。お客様は情報を受信したりフィードバックをするために標準のサポート チャンネルとソー

シャル メディアを利用することができます。 
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Expense Pay 

日本の国内支払が利用可能 日本支社を持つ海外企業向けの機能です 

概要 

Concur は日本の Expense Pay に国内支払のサービスをリリースしました。このサービスによ

って多国籍企業が日本の従業員への払戻を日本円（JPY）で支払うことができます。Expense 

Pay Japan は以下の国内支払サービスについて完全に管理されています: 

• 資金管理通貨は日本円（JPY）です。 

• すべての支払いは日本円（JPY）で行われます。 

• お客様の資金管理口座と支払先の銀行口座は日本の口座でなければなりません。 

• 現在のところ、American Express が唯一サポートされているコーポレート カードです。 

Expense Pay Japan サービスは、次の目的でお客様が Concur 事前積立口座に資金を送金する

プロセスで構成されています。（1）お客様の経費請求ファイラーへの払戻 および/または 

（2）お客様がサポートするコーポレート カードの課金と手数料を銀行口座振替によって 

Concur 口座からカード発行会社へ支払うスケジュール。 

業務目的とユーザーへの利点 

Expense Pay の機能を日本に拡張します。   

設定およびアクティブ化  

この機能は Expense Pay - Japan を購入したお客様に利用可能です。この機能を購入するには 

Concur Client Service にご連絡ください。 

お客様の払戻マネージャーは支払マネージャーに事前積立の銀行口座を要求します。Concur が 

Expense Pay Japan サービスに使用できるようにお客様の Expense Pay Japan の銀行口座を

設定します。口座の作成には最大 5 営業日かかります。作成されると、資金の画面に詳細がすべ

て表示されます。 
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 詳しくは、ユーザーガイド「Expense: Expense Pay」および「Expense: Payment 

Manager」をお読みください。  

ユーロ圏で SEPA 支払ファイルが使用可能 - 利用制限  

日本では対応しません 

概要 

8 月 1 日より、単一ユーロ決済圏（SEPA）のすべての国が一意の銀行支払転送形式に変わり、

以前の形式はすべて廃止されます。 

Concur は SEPA 支払ファイル抽出という、ユーロ圏の従業員への払戻のための方法を新しく追

加しました。この方法は XML 形式の支払ファイルを生成し、 FTP 経由でお客様に転送されま

す。お客様がこの支払ファイルを払戻のために銀行に送ります。  

このオプションは次の国で利用できます。オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、フ

ィンランド、ドイツ、ギリシャアイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガ

ル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国  

業務目的とユーザーへの利点 

ユーロ圏市場における従業員への払戻の方法が簡単になります。 

設定およびアクティブ化   

この機能は使用に制限があります。ユーロ圏のユーザーがいるお客様によってアクティブ化する

ことができます。本リリースでは、この機能は Expense Pay を使用していないお客様のみに

利用可能です。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_ExpPay.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_PaymentManager.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Exp/Exp_UG_PaymentManager.pdf
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クレジット カード 

BNP パリバ カード口座の従業員への自動割り当てをサポート 

日本では対応しません  

概要 

本リリースより、 BNP パリバ ROP クレジットカード フィードは、カード フィード行の ID 番

号に基づいてカード口座の所有者への自動割り当てを試行します。つまり、システムがレコード

（210-224）にカード所有者の ID 番号データを検知すると、Expense の類似した ID の値

（CT_EMPLOYEE.EMP_ID）に基づいてカード口座を一致させ、割り当てを試行します。  

NOTE: この機能は 2014 年 6 月 30 日の週から利用可能です。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能強化により、Expense クレジット カード機能にカード割り当ての機能がさらに追加さ

れます。 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な追加設定は必要ありません。  

AirPlus ロッジ CDF 3.0 インポートに含まれる鉄道補遺取引 

日本では対応しません 

概要 

本リリースより、鉄道補遺取引が存在する時は AirPlus ロッジ CDF 3.0 インポートに含むこと

ができるようになります。レコード詳細のスプレッド シートを乗客鉄道詳細補遺（"_5022"）

レコードを含むように修正すると、ユーザーはこのデータを経費精算レポートに追加することが

できるようになります。 
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業務目的とユーザーへの利点 

より正確な経費精算レポートのための補遺データを追加します。 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な追加設定は必要ありません。  
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推奨環境 

Microsoft Internet Explorer バージョン 7.x を 2014 年 8 月 1 日までに 

IE の最新バージョンに更新してください 

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 7.0 のサポートを 2014 年

12 月 31 日に終了します。また、新ユーザー インター フェースは IE バージョン 7.0 をサポー

トしません。IE バージョン 7.0 をお使いのお客様は、12 月 31 日の最終日までに円滑に切り替

えを済ませるため、2014 年 8 月 1 日までに IE の最新バージョンに更新してください。 

背景 

Microsoft は製品のライフサイクル プログラムに従って、このバージョンのサポートを終了しま

した。Concur は、お客様が時宜よく新しいブラウザに移行できるようサポートしています。 

 Concur がサポートするブラウザについて詳しくは推奨環境のドキュメントをお読みく

ださい。 

動作保証するブラウザについての月次情報 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

 その他のリリース ノートやブラウザの動作保証については、この文書に記載されている

別途リリース ノート、 Web セミナー、技術文書をお読みください。 
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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] メニューが利用できます。[サポート] 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。 

 

 

 


