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リリース ノート 

Expense （経費精算） 

突合: AMEX TMKD の付加価値税設定 

概要 

法人カード [設定] タブに新しい設定が追加されました。突合を利用するお客様のみが利用可能

で、 AMEX TMKD にのみ適用されます。この設定はカード フィードから再計算なしで常に付加

価値税の金額を受け付けるかどうかを設定することができます。  

業務目的とユーザーへの利点 

AMEX TMKD カード フィードに届いた取引から付加価値税を正しく取得します。 

設定およびアクティブ化  

管理者は次の順に進んでこの設定を有効にすることができます。 [管理] ＞ [会社] ＞ [ツール] 

＞ [法人カード] ＞ [設定]  
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以下に示す設定ステップを行うには、 Concur クライアント サービスにご連絡ください。 

1. インポート ジョブで、[カード取引から付加価値税を使用できるようにする] チェック

ボックスをオンにします。  

2. [税管理] ＞ [税務局] タブで 税務局の [クレジット カードの税] フィールドを [商品サ

ービス税] または [付加価値税] に修正します。 

3. [フォームとフィールド] で、従業員プロファイルから [国] フィールドを経費エントリ 

フォームにコピーして追加します。  

 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。  
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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

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 9 月 18 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。 

https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer
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 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。 

 

2. [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。 

 

3. [送信] をクリックします。 



 

Concur リリース ノート ページ 6 Expense 

2015 年 12 月 

英語版の投稿:  

12 月 11 日金曜日 12:00 PM 太平洋時間  お客様向け 最終版 

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。 

 

 

 


