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リリース ノート 

Expense 

全製品のサインイン ページが新しくなりました 

概要  

すべての Concur 製品のサインイン ページが次のように変わりました: 

言語選択リスト 

お知らせ/アラート セクション 

Caps Lock インジケーター 

ユーザー ロックアウト インジケーター 

背景画像のスライドショー 

リハビリテーション法第 508 条を遵守 

PC、タブレット、モバイル機器の画面に合わせて拡大縮小 
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SSO を使用するお客様は、ログイン ページをスキップし、直接ホーム ページに進みます。  

サインイン ページ: 

 

現在サインイン ページの下にロゴを表示している TMC には、サインイン ページにこのロゴが

引き続き表示されます。  
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TMC ロゴのあるサインイン ページ:  

 

業務目的とユーザーへの利点 

すべてのお客様に使いやすいサインイン画面を提供します。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。新しいサインイン ペ

ージは 11 月 21 日土曜日より表示されています。 

経費の代理: [削除] および [すべて削除] ボタン 

概要 

[代理の受託] タブに新しい [削除] ボタンと [すべて削除] ボタンを追加しました。多くの場合、

代理は従業員が退社したり異動があった後もアクティブなレポートの経費精算を引き続き監視し

ます。この新機能により、いつ代理を完了するかを決定し、自分のプロファイルから代理の割り

当てを削除することができます。 
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[削除] ボタンはすべての代理に表示されます。[すべて削除] ボタンは、50 人以上の代理元ユー

ザーがいるときのみ表示されます。従来は [代理の受託] タブの内容を消去する際にダブル クリ

ックが必要でしたが、このボタンで削除することができるようになります。タイムアウトを回避

するため、[すべて削除] ボタンの 1 回ごとのクリックは最大 500 ユーザーに制限されます。 

リストに 500 人以上のユーザーがいるときは、[すべて削除] ボタンを繰り返しクリックすると

すべて削除することができます。 

NOTE: 50 名以下のユーザーのリストに対しては、ユーザー管理画面のエクスペリエンスは変わ

りません。 

NOTE: ユーザー管理（Concur 管理者用）およびプロファイル設定（Concur ユーザー用）の両

方にこの機能を利用できます。 

業務目的とユーザーへの利点 

管理者とユーザーはより簡単に最新のリストを保つことができます。 

ユーザーへの表示 

代理を受託しているユーザー数によって、新しい [すべて削除] ボタンが表示されるか、すべて

のチェックボックスを選択して [削除] をクリックするかのいずれかになります。 
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ユーザーが 50 名以下の場合  

 

ユーザーが 51 名以上の場合 
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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。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。  

NOTE: 代理は経費と申請で共通です。経費で行った追加、削除、変更は申請にも影響します。

逆も同様です。 

 経費と申請の代理の割り当てを削除するには: 

1. [ユーザー管理] ページで [経費の代理] をクリックします。[経費の代理人設定] ウィン

ドウが表示されます。  

- または - 

[プロファイル設定] で、[経費の代理] をクリックします。 [経費の代理人設定] ウィン

ドウが表示されます。 

2. [代理の受託] タブをクリックします。 
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3. 50 人未満のユーザーを削除する場合は、名前を個別に選択するか、[すべて選択] チェ

ックボックスを選択して [削除] をクリックします。 

- または - 

50 人以上のユーザーを削除する場合は、[すべて削除] を繰り返し必要なだけクリック

します。 

 

4. [保存] をクリックします。 
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一括編集できる経費エントリの数が 200 件に増加 

概要  

レポート内で編集に選択できる経費エントリの合計数が増加しました。従来は 25 エントリが限

界でしたが、2015 年 11 月リリースよりユーザーは一括編集する経費エントリを 200 まで選択

することができるようになりました。  

業務目的とユーザーへの利点  

簡単に同じ変更を多数の経費エントリに対して行えます。  

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（JPT）: ジョルダンのメンテナンス  

概要  

ジョルダンの定期メンテナンスで JPT の駅と路線のデータベースに追加、名称変更、削除があ

りました。  

業務目的とユーザーへの利点  

Expense のリストに JPT の最新の駅と路線名が反映されます。  

管理者への表示  

法人管理者が通勤定期券登録のために JPT 経路の検索や設定を行う際、最新の有効駅名と路線

名のリストを表示します。  
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ユーザーへの表示  

ユーザーには、旧駅名に代わって新駅名が表示されます。削除対象の駅を含めて更新前に設定し

た通勤定期券とお気に入りの経路は、更新時点で進行中の経費精算レポートに対応するため、引

き続き表示されます。  

設定およびアクティブ化  

データベースのメンテナンスは完了しているため、特別な設定やアクティブ化は必要ありません。  

法人カード  

親経費タイプへの加盟店コード対応付けを防止 

概要 

本リリースで、[法人カード] > [加盟店コードの対応付け] ツールのオプションを使用して親経

費タイプに加盟店カテゴリ コード（MCC）を対応付けることができなくなります。従来は、カ

ード取引への親経費タイプの関連付けを Expense が検出すると、経費精算レポートを送信でき

ませんでした。システムがこの関連付けによって経費精算レポートを却下しないよう、本リリー

スより誤った対応付けを実行できる機能が加盟店コードの対応付けからなくなります。 

機能説明 

会社は複数の内容を持つ経費項目を作成したり、「カテゴリ」、つまり経費タイプなどのように

「交通」や「その他」といった集合的な項目で支出することが多くあります。これらの親経費タ

イプは有効な経費タイプではないため、レポート上でカード取引と関連付けされてはいけません。 
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ところが、法人カード ツールに表示されるカード取引は多くの場合インポートされたものであ

り、加盟店カテゴリ コードによって関連する経費タイプが見つかります。つまり、管理者が加

盟店コードの対応付けを使用して親経費タイプに誤ってコードを関連付けた場合は、この自動関

連付けによってその経費タイプを含むすべての CBS レポート（一例として）が却下されてしま

います。 

業務目的とユーザーへの利点  

法人カードや会社請求の取引明細書の管理者が、誤って加盟店コードを親経費タイプに対応付け

るのを予防します。 

設定およびアクティブ化  

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。本リリースより、親経

費タイプ（一例として交通）を開いて対応付けしようとする時は必ず [新規の対応付け] ボタン

が無効になり、メッセージが表示されます。 
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 詳しくはユーザー ガイド「Company Card & Company Bill Statement 

Administrator」を参照してください。 

VCF 4.4 が出張代理店の支払い請求番号読み取りをサポート 

概要 

VCF 4.0 インポートで出張代理店の支払い請求番号読み取りをサポートしていますが、VCF 4.4 

でもこれをサポートすることになりました。  

業務目的とユーザーへの利点  

VCF 4.0 から VCF 4.4 インポート フィード タイプに移行するお客様に対し、2 つのバージョ

ンの差異を解消します。  

設定およびアクティブ化  

4.0 フィード タイプから移行するお客様は確実にアップグレードできるよう Concur にご相談

ください。  
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会社請求の取引明細書: ExpenseIt からの現金取引を CBS 明細書から除外 

日本では対応しません 

概要 

会社請求の取引明細書では、取引明細書に含まれる経費として今後は現金の支払タイプを受け入

れません。従来は、ユーザーは誤って経費精算レポートに「現金」の支払タイプを含めた 

ExpenseIt 取引を追加することができていました。 

業務目的とユーザーへの利点  

CBS レポートに現金経費タイプを追加しないようにします。  

設定およびアクティブ化   

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

推奨環境 

Microsoft IE v.8 および v.9 のサポートが 2016 年 2 月 12 日に終了  

概要  

Concur 製品では、Microsoft Internet Explorer（IE）のバージョン 8 およびバージョン 9 の

サポートを 2016 年 2 月 12 日に終了します。IE v.8 または v.9 を使用しているお客様は、サ

ポート終了日前までに最新バージョンの ｖ.11.0 にアップデートするか、サポートされている他

のブラウザをインストールしてご使用ください。 

背景  

Microsoft は、製品ライフサイクル プログラムにより IE8 と IE9 のサポートを 2016 年 1 月

12 日に終了する予定です（詳しくはこちらをお読みください 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer）。Concur はお客様

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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が時宜に即して新しいブラウザへの移行を完了することができるよう、その日を超えて 1 ヶ月の

サポート（2016 年 2 月 12 日）を継続します。 

 Concur 製品がサポートするブラウザについて詳しくは、「お客様へ - Concur Travel 

& Expense 推奨環境 - 最終更新 2015 年 11 月 13 日（日本語 PDF）」の「ブラウザ 

サポート」セクションをお読みください。  

ブラウザ別ユーザー レポートで従業員のブラウザ使用状況をリスト化 

Expense、Request、Invoice、Travel （Professional と Standard の両方）の管理者の方は、

新しいレポート [ブラウザ別ユーザー] をご利用いただけます。  

これは、ブラウザ バージョンを選択すると、そのブラウザを使用している従業員のリストを生

成できるレポートです。リストには、姓名、ログイン名、最終ログイン、ログイン カウント、

メール アドレス、IP アドレスの区別が記載されます。 

 ブラウザ レポートの実行: 

1. [管理] ＞ [会社] ＞ [ブラウザ別ユーザー] の順にクリックします。 

 

1. [ブラウザ レポート] ページで [Web ブラウザ] の下からブラウザを選択します。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/_SupportedConfig_JAPAN.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/_SupportedConfig_JAPAN.htm
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2. [送信] をクリックします。 

選択したブラウザ バージョンを使用しているユーザーが特定できるよう、ユーザー名と

その情報（ログイン名、ステータス、その他データ）を返します。 
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当四半期のハイライト 

ビデオでご紹介します 

各四半期に行った改善のハイライト ビデオを視聴（英語） 

 

2015 ハイライト 

第 3 四半期 • パフォーマンスとサポートの強化  

• Google カレンダーと Travel の統合  

• Lufthansa および Lyft との新しいパートナーシップ 

• Concur for Mobile でホテルのおすすめ 

• Standard Edition で発注申請と発注一致 

第 2 四半期 • Concur Travel 直接接続の新しいパートナー 

• 仮払申請ワークフローの改善（Professional Edition のみ） 

• Concur Invoice にて代理設定が利用可能 

• Concur App からアクセス可能な新しい TripLink パートナー 

第 1 四半期 • Microsoft 社が Internet Explorer 8 のサポートを終了 

• Outlook 同席者の Expense への自動的なインポート 

• 経費支給ゲスト ユーザー (Professional Edition のみ) 

• Concur Business Intelligence に新しいアクティブなレポートを追加 

• Concur Messaging 機能の強化 

• 新しい TripIt Pro/TripLink ツールキット 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/_Qrtrly-Highlights.htm
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その他リリース ノート、ウェビナー、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。 

 

 

 


