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リリース ノート 

Expense 

同席者セクションの更新 

9月のリリースより、経費入力、申請入力、および旧購買申請の入力に表示される同席者セクシ

ョンを更新しました。同席者名がリンクになり、クリックすると同席者の詳細が表示されます。

そのユーザーが同席者を編集できる場合は、ウィンドウ内の同席者情報を編集できます。ユーザ

ーが同席者を編集できない場合、情報は読み取り専用です。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

同席者の管理がより簡単になります。   
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設定および有効化 

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（JPT）: 乗車時間を時間と分で表示 

日本の公共交通機関（JPT）の経路検索の結果を時間と分で表示するようにしました。たとえば

91分ではなく 1時間 31分と表示します。 

業務目的とユーザーへの利点 

経路検索結果が分かりやすくなります。   

設定および有効化 

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。 

**近日リリース予定** トレーニング管理: 新しいトレーニング マテリアル 

（日本では対応しません） 

10月のリリースで、トレーニング管理ツールで利用できるトレーニング コンテンツが変わりま

す。新しいコンテンツは現在のものから Concur の新ユーザー エクスぺリエンスに合わせたも

のに替わります。自社向けにトレーニング ツールキットをカスタムしている場合、ツールキッ

トのコンテンツは自動的に新しいデモおよびガイドに更新されます。10月リリースの後にお客

様のトレーニング ツールキットを新しいコンテンツに合わせた内容に更新することをお勧めし

ます。 

業務目的とユーザーへの利点 

ユーザーに新 UI を紹介するトレーニング コンテンツを提供します。   
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設定および有効化 

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。 

** まもなくリリース予定 ** カード プログラム: ガソリン カード処理 

（日本では対応しません） 

WEX Fleet Card （旧 Wright Express Universal Fleet Card）をお使いのお客様は、まもなく

ガソリン カード取引の処理ができるようになります。 

カード プログラムには以下の 3タイプがあります: 

• 運転者カード: 特定の運転者に割り当てたカード。その運転者がどの車両に乗っていて

も、発生するすべてのガソリン取引に使用されます。 

コーポレート カードや購買カードと同様に直接従業員に割り当てられます。運転者は自

分で課金の確認、管理ができます。 

• 車両カード: 特定の車両に割り当てたカード。どの運転者が乗っていても、その車両に

発生するすべてのガソリン取引に使用されます。   

この口座には、運転者が給油した場所またはガソリンを購入した場所で自分の運転免許

証 IDを入力する必要があります。Concur はカード課金をインポートし、運転免許証 

ID を使って適切なユーザー（運転者）に送ります。 

• 管理車両カード: 特定の車両に割り当てたカード。どの運転者が乗っていても、その車

両に発生するすべてのガソリン取引に使用されます。ただし、すべての取引はお客様が

定義する運転者/従業員１名によって管理されます。 

コーポレート カードや購買カードと同様に直接従業員に割り当てられますので、運転者

/従業員は課金の確認、管理ができます。 

次の点に注意してください。 

• これは WEX Fleet Card （旧 Wright Express Universal Fleet Card）をお使いのお客

様にのみ提供する無償のサービスです。その他の車両カードは今後利用可能になる予定

です。 
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• ガソリン取引はその他のカード課金と同様にユーザーの Expense に表示されます。 

UK VAT: HMRC 推奨燃料レート更新 

（日本では対応しません） 

概要 

2014年 9月 1日からディーゼル エンジンを対象に施行になった新しい HMRC 推奨燃料レート

が本サービスリリースで有効になりました。  

次の 2点にご注意ください:    

• 排気量 1600cc 以下のエンジンには、燃料レートが 1マイル当たり 12p から 11p に引

き下げになりました。 

• 排気量 1601cc から 2000cc のエンジンには、燃料レートが 1マイル当たり 14p から

13p に引き下げられます。  

業務目的とユーザーへの利点 

最新の英国政府規制に合わせて Expense を更新しました。   

設定およびアクティブ化 

この変更は、Guarantee Compliance Service をご利用のお客様が対象です。この変更をご利

用になりたい他のお客様は、Expense の税グループ対応付けツールを構成する必要があります。 

 詳しくは設定ガイド「Expense: 付加価値税(VAT) / 税管理」をお読みください。 

購入カード: 取引明細レポートのカスタム名を設定 

概要  

従来、取引明細レポートが生成される時は、単に「取引明細レポート」という件名の他にレポー

トの日付のみが追加されていました。しかし、これは複数の口座を持ち、複数のレポートを生成

するお客様には、レポートが関連する口座や日付の意味が判別しにくいものでした。 
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そこで混乱を避けるため、またレポート生成後に手入力による修正をしなくて済むよう、新しい

オプション [取引明細レポート名をカスタマイズ] を設けました。これにより、カード管理者が

明確な情報をレポート名に追加してカスタマイズすることができます。  

 

業務目的とユーザーへの利点 

週次レポートなどのように、複数の取引明細レポートを取り扱う場合は、生成時に追加情報を加

えることで明確なレポート名になります。 

機能説明 

オプションを選択する（有効化）ことにより、新しいセクションが表示され、カード管理者はシ

ステムが生成するレポート名を変更することができます。また、命名規則に情報を追加したり排

除したりすることができます。 
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たとえば、下図ではすべてのオプションが選択されているため、命名規則すべてが取引明細レポ

ートの「レポート名」に適用されます。 

 

その結果、連続する取引明細レポートの 2件目は「レポート名 09/01 - 09/15 :02 0123」と

なります。  

カード管理者への表示 

命名のカスタマイズオプションをアクティブ化すると、法人カード管理者に新しいオプションと

関連セクションが表示されます。 

設定およびアクティブ化 

 取引明細レポートのカスタム命名オプションを有効化して使用するには: 

1. [管理] ＞ [Expense ツール] ＞ [法人カード] ＞ [カード プログラムの管理] タブの順

にクリックします。 

2. [新規] をクリックします（下図）。既存の口座の場合は [修正] をクリックします。 

3. [カード プログラムを新規作成] ウィンドウでカードの口座情報を入力したら、[取引明

細レポート名をカスタマイズ] のチェックボックスを選択します。 
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4. 次のオプションを入力します:  

 

名前 説明 

既定の名前  名前は 17文字までです。この口座で生成される取

引明細レポートに使用されます。 

取引明細書の期間を含める （初期値=オン）取引明細レポートデータの開始日

と終了日を含めます。 

シーケンス番号を含める （初期値=オン）複数のレポートを生成する場合

（たとえば日次レポート）、「:02」や「:03」など

の通し番号をレポート名に含めます。 

最終セグメントを含む カードの口座番号の下４桁を含めます。 

5. [保存] をクリックします。 

 詳しくは、設定ガイド「Expense: 会社請求の取引明細レポート」をお読みください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Exp_UG_Co_Card_Admin-jp.pdf
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ユーザー インターフェース 

2 つのユーザー インターフェース - 新 UI 

10月に、現行のユーザー インターフェースから新しいユーザー インターフェースへの移行が始

まります。  
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これまで月次リリース ノートでお知らせしてきたとおり、この新 UI はさまざまなユーザービリ

ティが強化されています。これには、ナビゲーションが変更になるなどの大きな変更もあれば、

操作感の変化など小さな変更もあります。 

クイック ルック 

新 UI について簡潔にご紹介します。こちらのページをご覧ください: 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates 

移行の前に - ２つのガイド 

新しいエクスペリエンスの導入を支援する 2つのガイドをご用意しました。「ハイライト」ガイ

ド（約 13ページ）はエンド ユーザー向けに影響のある大きな変更について述べています。「総

合」ガイド（約 70ページ）は管理者向けに編纂されています。内容は以下の通りです:  

• 新 UI に移行する前に必要なステップ 

• 管理者限定、選択したユーザーまたはグループ限定、あるいは会社全体でのプレビュー

期間について 

• 機能強化のすべて - 大きなものから小さなものまで 

管理者やエンド ユーザーにこれらのガイドをそのまま提供することはもちろん、いずれかまた

は両方を使用して独自のトレーニング資料を作成しても、あるいはこれらのガイドを編集するこ

とも可能です。 

このガイドはこちらで入手できます:   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm 

リリース ノート - サンプル画面およびメニュー ナビゲーション  

サンプル画面として、月次リリース ノートでは現行の UI 、新 UI、もしくは両方記載します。 

移行に伴って徐々に新 UI のみの表示になっていきます。 

メニュー ナビゲーションが異なる場合は、両方の手順を説明します。例： 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/GW/_TransGuidesProf.htm
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** 近日リリース ** 同席者セクションの更新 

新 UI では、経費入力、申請入力、および旧購買申請の入力に表示される同席者セクションの機

能に変更があります。同席者セクションの変更は以下の通りです:  

• 同席者ボタンの配置が換わりました 

• ブラウザ サイズを縮小すると、同席者ボタン バーは右側と左側の両方からドロップ ダ

ウンメニュー表示になります。 

ボタンの順序を変更 

同席者セクションの上部境目にあるボタンを再配置しました。  

現行の UI:  

 

新 UI:  
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ブラウザ サイズ調整 

ユーザーがブラウザ ウィンドウ幅を調整すると、同席者エリアのボタンは両端からドロップ ダ

ウンメニューに格納されていきます。  

最大幅の時:  

 

中間の幅の時（右側がドロップダウン メニュー化）:  
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幅をさらに狭くした時（両側がドロップダウン メニュー化）:  

 

幅を狭くすると、ボタンが [追加] と [修正] メニューの下に移動します。  

[追加] メニュー: 
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[修正] メニュー:  

 

業務目的とユーザーへの利点 

よく使われる機能を前方に移動しました。また、タブレットなど様々なデバイスの異なるブラウ

ザ サイズをサポートします。    

設定および有効化 

この機能は新 UI の一部です。新 UI をアクティブにすると、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。 

突合せ （日本では対応していません） 

TMC が生成する口座フィードの CR 管理をサポート 

概要 

従来、突合せはロッジ カード クレジット フィードで機能していました。しかしこのカード タ

イプをあまり使用せず TMC へ直接出張を予約している市場には、これに応える新しい支出管理

の方法が必要です。 
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本リリースでは、TMC の支出と一致させるため、インポート ソースのその他のタイプを管理で

きる機能を設けました。TMC は新しいフィード フォーマットで口座フィードを Concur に直接

送ることができます。 

設定および有効化 

設定はロッジ カードと同じです。カード管理者は、 口座データを書き込む新しいフィード フォ

ーマットを TMC が Concur から入手したかどうか確認しておく必要があります。 

この変更に対応するため、カード口座を作成して [突合せ済] のチェックボックスを選択した時

に、[口座タイプ] から新しい設定  [TMC 支払請求] を選択できるようになりました。 

 

[突合せ済] を選択した時は他の選択肢も選べることに注意してください。これらは将来の機能

強化をサポートするものです:  

• ロッジ: ロッジ口座タイプを設定する時に必ず使用します。 

• TMC 支払請求: 非ロッジ口座タイプを設定する時に使用します（すなわち TMCベース

の口座を設定する時）。 

• レンタカー: 将来使用します - 今後のサービス リリースで有効になる予定です。 
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• モバイル: 将来使用します - 今後のサービス リリースで有効になる予定です。 

• 給油カード: 将来使用します - 今後のサービス リリースで有効になる予定です。 

• 通行料: 将来使用します - 今後のサービス リリースで有効になる予定です。  

• タクシー: 将来使用します - 今後のサービス リリースで有効になる予定です。 

その他の設定情報 

この機能を使用する時は、次の変更点に注意してください:  

• 口座番号の変更: 口座番号の長さが 50文字に増え、長い番号（TMC がしばしば使用す

る）をサポートできるようになりました。最小文字数は引き続き 14文字です。 

• カスタム フィールド設定: TMCは、カード フィードのカスタム フィールドに表示させ

る従業員 IDまたは申請 IDの値を送る必要があります。お客様が行う設定はロッジ カ

ードの設定と同じです:  

 

• セキュア ファイルの伝送: Concur の稼働コンサルタントは、ロッジ カードと同様に 

TMC から Concur へのセキュア ファイル伝送を設定する必要があります。  

• Concur 新フィードの互換性: この機能を使用する TMC はすべて Concur の新フィード

に書き込む必要があります。新フィードにはタイプ 400および 401レコード セットを

この目的のために使用できます。お客様と TMC は Concur から直接フィード フォーマ

ットおよびサンプルを受け取ってください（このデータについては「Card WIKI」をご

覧ください）。 

 さらに詳しい情報は、設定ガイド「Expense： Central Reconciliation」 をご参照くだ

さい。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_Docs_ExpHelp.htm
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推奨環境 

Internet Explorer 7 - 今後使用できません 

概要 

まもなく Concur は組織や変更管理への影響を最小限に抑えながら、豊かな経験を元にしたソリ

ューションを提供する機能を持った Web ベースのユーザー インターフェースに一新します。

この更新は、次の改善によってお客様からのフィードバックに応えるものです:   

• Concur 製品すべてのユーザー エクスペリエンスを洗練されたユーザー インターフェー

スによって強化 

• World Wide Web Consortium (W3C) と 1973年の米国リハビリテーション法セクシ

ョン 508 の  2.0 AAに準拠 

• バックエンド技術を設計することにより、エンドユーザーへの影響を抑えつつ短期間で

変更し、将来の変更を行いやすくします。  

最初のステップは、デザインの再設計と主要な機能領域の基礎的な変更に焦点を当てたユーザー 

エクスペリエンスの進化です。http://www.concursolutions.com で提供するすべての製品が

新デザインのユーザー インターフェースになります。       

• すべての製品が利用者の視点に基づいた「ルック & フィール」アプリケーションへと洗

練されます。 

• 一貫性のある用語やアイコン、および Web とモバイル アプリ間の相互作用 

• 機能とタスクをグループ化し、プロセスを完了させるための主要ステップをページ内に

論理的に配置したダッシュボードのデザイン 

この更新は、最新の Web ブラウザテクノロジーを利用して、ユーザーに最高のユーザー エク

スペリエンスを提供します。そのため、新ユーザー インターフェースに移行すると IE 7 はサポ

ートされなくなります。最高の質で新 UI を体験するには、IE 10 以上、Google Chrome 

30.0 以上、Mozilla Firefox 25.0 以上の使用をお勧めします。  

http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
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ユーザーへの表示 

Internet Explorer 7 （IE7）で Concur にログインしたユーザーには、すべてのページの上部

に次のバナーが表示されます: Internet Explorer （7）のこのバージョンのサポートは 2014年

12月で終了します。アップグレードの方法を決定するには、Concur 管理者または IT 部門に連

絡してください。  

ユーザーは、ページの [閉じる] をクリックすれば非表示にすることができますが、このバナー

はその後のすべてのページに再び表示されます。 

 

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。 

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。 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/_Docs_CCC_JAPAN.htm
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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。 

 

 

 


