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法的免責事項 

この提示物の内容は、SAP SE または SAP の関連会社の機密の専有情報であり、SAP SE また

はそれぞれの SAP の関連会社の許可なく開示することはできません。この提示物は、SAP SE 

またはその関連会社とのライセンス契約またはその他何らかのサービス契約やサブスクリプショ

ン契約に拘束されることはありません。SAP SE およびその関連会社は、このドキュメントまた

は関連の提示物に記載される業務を遂行する、またはそこに記述される機能を開発もしくはリリ

ースする義務を負いません。このドキュメント、または関連の提示物、および SAP SE または 

SAP の関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、またはプラットフォームの方向性並びに機

能はすべて、変更となる可能性があり、SAP SE およびその関連会社により随時、理由の如何を

問わずに予告なしで変更される場合があります。このドキュメントに記載する情報は、何らかの

具体物、コード、または機能を提供するという確約、約束、または法的義務には当たりません。

このドキュメントは、商業性、特定目的への適合性、または非侵害性の黙示的保証を含めて、明

示または黙示を問わず、いかなる種類の保証をも伴うものではありません。このドキュメントは

情報提供のみを目的としており、契約に取り入れられることはありません。SAP SE およびその

関連会社は、SAP SE または SAP の関連会社の意図的な不当行為または重大な過失に起因する

損害を除き、このドキュメントの誤記または脱落について一切の責任を負わないものとします。  

将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の

結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに

関する記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠する

べきではありません。 

 

 

 



 

SAP Concur リリース ノート ページ 1 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 11 月 13 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿： 2021 年 11 月 10 日 水曜日 

リリース ノート 

認証 

CES SSO の廃止 

 

この変更は、安全な認証を維持する SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。 

概要 

Concur Expense Service (CES) SSO は 2021 年 10 月 29 日に廃止されました。  

SAP Concur は、お客様の管理者が SAP Concur 管理者に依頼することなく SAML v2 接続を

設定可能にするシングル サインオン セルフサービス オプションを提供開始しました。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、SAP Concur の製品およびサービスにログインするユーザーに強化されたセキ

ュリティおよび改善されたサポートを提供します。 

設定とアクティブ化 

CES SSO は SAP Concur 管理者が設定していました。2021 年 10 月 29 日以降、CES 

SSO は設定不可となり、お客様はシングル サインオン セルフサービス オプションを使用し

て SAML v2 接続を設定する必要があります。 

 シングル サインオン セルフサービス オプションについて詳しくは、「シングル サインオ

ン概要（製品共通）」および設定ガイド「シングル サインオン（製品共通）」をご参照くだ

さい。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SSO_Service_Overview-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/SG_Exp/Shr_SG_SSO_Mgmt-jp.pdf
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認証管理 

新しい会社リクエスト トークン セルフサービス ツール 

概要 

8 月下旬に、「組織管理者」または「Web サービス管理者」ロールが割り当てられた SAP 

Concur 管理者が新しい会社リクエスト トークン セルフサービス ツールを利用できるようにな

ります。 

NOTE: Concur Standard のエンティティを使用している管理者の場合、「管理可能」のアクセ

ス許可を持つユーザーは「Web サービス管理者」のロールを持っています。 

会社リクエスト トークン セルフサービス ツールを使用することで、SAP Concur プラットフォ

ームで API に接続する際に JSON Web Token (JWT) を要求するために必要となる会社リクエ

スト トークンを生成できます。 

業務目的とユーザーへの利点 

会社リクエスト トークン セルフサービス ツールにより、お客様は SAP Concur サポートに問

い合わせることなく、会社リクエスト トークンを生成できるようになります。また、会社リク

エスト トークンの有効期限が切れた場合や会社リクエスト トークンを紛失した場合に、SAP 

Concur サポートの支援を受けることなく、代替の会社リクエスト トークンを生成することもで

きます。 
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管理者への表示 

必要なアクセス許可を持つ管理者には、[管理] > [会社] > [認証管理] ページに [会社リクエス

ト トークン] ページへのリンクが表示されます。 
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[会社リクエスト トークン] をクリックすると、[会社リクエスト トークン] ページが表示され

ます。 
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[会社リクエスト トークン] ページで、クライアント ID を [アプリ ID] フィールドに入力した

後、[送信] をクリックします。 

NOTE: 以下のいずれかの方法で、クライアント ID を取得できます。 

 

• アプリケーション管理用のセルフサービス ツールへのアクセスを要求したお客様が 

SAP Concur Client Web Services をお持ちの場合は、セルフサービス ツールを使用し

てクライアント ID を生成できます。 

 

SAP Concur Client Web Services をお持ちではないお客様は、必要に応じて SAP 

Concur サポートに問い合わせてアプリ ID を取得できます。 

[会社リクエスト トークンが作成されました] というダイアログが表示されます。 

 

このダイアログに、会社 UUID と会社リクエスト トークンが表示されます。管理者はサインア

ウトまたはこのダイアログを閉じる前に、この会社 UUID と会社リクエスト トークンの両方を

コピーし、保存する必要があります。 

管理者はパスワード付与プロセスでこの会社リクエスト トークンを使用して、会社 JWT を生成

できます。 

パスワード付与プロセスの説明については、[会社リクエスト トークン] ページ、および SAP 

Concur 開発者ポータルをご参照ください。  

会社リクエスト トークンの有効期限は 24 時間です。管理者は 24 時間以内に会社 JWT を取得

する必要があります。 

https://developer.concur.com/api-reference/authentication/apidoc.html#password_grant
https://developer.concur.com/api-reference/authentication/apidoc.html#password_grant


 

SAP Concur リリース ノート ページ 6 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 11 月 13 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿： 2021 年 11 月 10 日 水曜日 

会社リクエスト トークンの有効期限が切れた場合や会社リクエスト トークンを紛失した場合は、

再度 [会社リクエスト トークン] ページにアクセスして、クライアント ID を [アプリ ID] フィ

ールドに入力した後、代替の会社リクエスト トークンを生成できます。 

設定とアクティブ化 

設定やアクティブ化を行う必要はありません。このページは、必要なアクセス許可を持つ管理者

に対し自動的に利用可能になります。 

Client Web Services（クライアント Web サービス） 

アプリケーション管理用のセルフサービス ツール 

概要 

10 月のリリース以降、SAP Concur Client Web Services をお使いのお客様は OAuth 2.0 ア

プリケーション管理という新しいアプリケーション管理セルフサービス ツールへのアクセスを

申請することができるようになります。このセルフサービス ツールは、申請を行った SAP 

Concur Web Services をお使いのお客様の Client Web Services チームによって有効化されま

す。  

NOTE: OAuth 2.0 アプリケーション管理セルフサービス ツールを使用して、Oauth2 に準拠

したアプリケーションを作成することができます。従来の認証は 2017 年に廃止されて

おり、このツールではサポートされていません。 

有効化すると、Web サービス管理者ロールが割り当てられている管理者ユーザーが [認証管理] 

ページからでツールにアクセスできるようになります。 

NOTE: Standard のエンティティを使用している管理者の場合、「管理可能」のアクセス許可

を持つユーザーは「Web サービス管理者」のロールを持っています。 
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業務目的とユーザーへの利点 

OAuth 2.0 アプリケーション管理ツールを使用すると、お客様は SAP Concur サポートに問い

合わせることなく、クライアント ID（アプリ ID）とクライアント シークレットを生成できま

す。 

NOTE: SAP Concur Client Web Services をお持ちではないお客様も、必要に応じて SAP 

Concur サポートに問い合わせてアプリ ID を取得できます。 

管理者への表示 

このツールが有効化されると、Web サービス管理者が [管理] > [会社] > [認証管理] ページに

移動すると [OAuth 2.0 アプリケーション管理] ツールのリンクが表示されます。 

 

[OAuth 2.0 アプリケーション管理] をクリックすると [アプリケーション リスト] ページが開

きます。 
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[アプリケーション リスト] ページに以前作成したアプリケーションのリストが表示されます。

アプリケーションのクライアント ID をクリックすると、そのアプリの [アプリの詳細] ページ

が開きます。管理者は [新しいアプリの作成] をクリックして [新しいアプリの作成] ページを

開き、新しいアプリを設定することもできます。 

[新しいアプリの作成] ページで、新しいアプリの名前および説明を入力します。  

 

[送信] をクリックすると、[アプリの資格情報] ページが表示されます。[アプリの資格情報] ペ

ージにクライアント ID およびクライアント シークレットが表示されます。 
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NOTE: 将来参照するために、管理者はそのクライアント ID およびクライアント シークレット

を控えておく必要があります。  

[Ok] をクリックすると、[アプリの詳細] ページが表示されます。[アプリの詳細] ページで、

クライアント ID を見直して [編集] をクリックし、アプリケーションの詳細を更新したり、[ク

ライアント シークレット] をクリックして現在のクライアント シークレットの見直しや新しい

クライアント シークレットの生成を行ったりすることができます。また、アプリを有効または

無効にすることも可能です。 
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設定とアクティブ化 

OAuth 2.0 アプリケーション管理ツールは、SAP Concur Client Web Services をお使いのお

客様の Client Web Services チームが有効化できます。有効化すると、このツールは Web サー

ビス管理者ロールを持つ管理者が使用できます。 
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Expense Pay – グローバル        

(USD) Worldline でサポートされるその他のカード プログラム 

概要 

Expense Pay – グローバルは以下のクレジット カード プログラムでアメリカ合衆国ドル (USD 

$) のサポートを開始しました。 

• アメリカン エキスプレス - EMEA - ガルフ ドル  

• アメリカン エキスプレス - EMEA - ドル 45  

• バンク オブ ザ ウェスト - Visa/MasterCard - USD  

• HSBC - MasterCard - USD  

• SunTrust - MasterCard - USD 

• SunTrust - Visa - USD 

すべてのカードは、それぞれの銀行口座に対し同じ電子データ交換 (EDI) 形式を使用していま

す。 

業務目的とユーザーへの利点 

これらの追加オプションにより、クレジット カード経費の処理が迅速に行えます。  
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管理者への表示 

これらの追加のカード プログラムは、[支払マネージャー] > [バッチを構成] > [カード プログ

ラム]（タブ） > [新規カード プログラムを追加] ページで払戻管理者に対し利用可能です。 

  

設定およびアクティブ化 

SAP Concur により自動で変更済です。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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カード プログラムの新しいフィールド 

概要 

支払パートナーとして Worldline をお使いのお客様向けに、一部のカード プログラムの 

Concur Expense ユーザー インターフェース (UI) に新しいオプション フィールドが追加され

ました。このフィールドは今後利用可能になります。 

! 重要: 新しいフィールドに誤ったデータを入力すると、バッチ処理が中止ができないことが

原因で失敗する可能性があります。 

ユーザー管理者への表示  

[新しいカードプログラムを追加] ページに [Arm ID] フィールドが表示されます。 

例 
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このフィールドの提供開始後に、リリース ノートで詳細をお知らせします。 

ファイル転送のアップデート 

** 進行中 ** SSH キー認証による SFTP の必須化 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 4 月 9 日 2021 年 4 月 16 日 2021 年 進行中 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

このリリース ノートは、SAP Concur 製品でのファイル送信を担当する技術スタッフを対象と

しています。さまざまなセキュア ファイル転送プロトコルを介したデータのやり取りを行って

いる SAP Concur のお客様と支払先向けに、SAP はこれらのファイル転送のセキュリティを強

化するための変更を行っています。  

2021 年 4 月 10 日、SFTP（セキュア ファイル転送プロトコル）以外のプロトコルと SFTP パ

スワード認証は、ファイル転送のために SAP Concur に接続することができなくなりました。 

• 非 SFTP ファイル転送アカウントは、SSH キー認証による SFTP に切り替える必要があ

ります。 

• パスワード認証を使用する SFTP ファイル転送アカウントは、SSH キー認証に切り替え

る必要があります。 

• SFTP パスワード リセット要求では、認証用の SSH キーを提供する必要があります。 

! 重要: SSH キー認証による SFTP を使用していない場合、ファイル転送接続の中断を避ける

ために対策を講じる必要があります。 

2021 年 4 月 12 日に SAP は非準拠のファイル転送接続の無効化を開始しました。非準拠のア

カウントを無効にするプロセスは 2021 年中続く予定です。複数のファイル転送接続が設定され

ている場合、この変更はすべてのファイル転送接続に適用されます。 
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このお知らせは、次のファイル転送 DNS エンドポイントに関するものです。 

• st.concursolutions.com 

• st-eu.concursolutions.com 

• vs.concursolutions.com 

• vs.concurcdc.cn 

業務目的とユーザーへの利点 

さらに強化されたファイル転送のセキュリティを提供します。 

設定とアクティブ化 

支援が必要な場合は、SAP Concur サポートまでお問い合わせください。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。 

** 進行中 ** SAP Concur 従来のファイル移動の移行 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2020 年 3 月 6 日 2021 年 7 月 9 日 2022 年 1 月 24 日まで継続 

概要 

このリリース ノートは、SAP Concur でのファイル送信を担当する技術スタッフを対象として

います。データのやり取りを行っているお客様と支払先に対し、SAP Concur はファイル転送サ

ブシステムを維持して、ファイル転送のセキュリティを強化しています。 

SAP Concur は、現在ファイルの移動に従来のプロセスを使用しているエンティティを API に

依存するより効率的で安全なファイル ルーティング プロセスに移行しています。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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現在、従来のプロセスを使用するようにエンティティを設定しているお客様は、現時点から 

2022 年 1 月 24 日までの間に、より効率的なプロセスに移行されます。より効率的なプロセス

に移行すると、次のような改善が見られます。 

• 従来のプロセスでは、指定された時間にファイル移動スケジュールが実行されるのを待

つ必要がありました。より効率的で安全な API ベースのプロセスにより、SAP Concur 

からの抽出およびその他の送信ファイルは、ファイルが作成された直後の既存の夜間処

理期間内に利用可能になります。 

このお知らせは、次のファイル転送 DNS エンドポイントに関するものです。 

• st.concursolutions.com 

業務目的とユーザーへの利点 

これらの変更により、ファイル転送のセキュリティと効率が向上します。 

設定とアクティブ化 

支援が必要な場合は、SAP Concur サポートまでお問い合わせください。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。 

ファイル転送に使用可能なローテーション PGP 鍵 

概要 

SAP Concur 製品に転送するファイルは、SAP Concur の PGP 公開鍵 

concursolutionsrotate.asc で暗号化する必要があります。 

concursolutionsrotate.asc  

• 鍵ファイルはお客様のルート フォルダに置かれています 

• 鍵 ID 40AC5D35 

• RSA 4096 ビットの署名および暗号化サブ鍵 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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• 鍵の有効期限は 2 年ごとです 

• 有効期限が切れる前に鍵を交換する必要があります 

 次回の有効期限: 2022 年 9 月 4 日 

 SAP Concur では、お客様のルート フォルダ内の現在のローテーション PGP 公開

鍵を有効期限の 90 日前に交換する予定です 

SAP Concur の従来の PGP 鍵（鍵 ID D4D727C0）は既存のお客様のためにサポートが保持さ

れていますが、今後廃止の予定です。 

SAP Concur は、ファイル転送により安全なローテーション PGP 公開鍵を使用することを強く

お勧めします。ファイル転送に対するより安全なローテーション PGP 公開鍵の使用を促進する

ために、SAP Concur は 2021 年 1 月 15 日金曜日に既存のお客様のホーム フォルダに鍵を追

加しました。 

このお知らせは、次のファイル転送 DNS エンドポイントに関するものです。 

• st.concursolutions.com 

• mft-us.concursolutions.com 

• vs.concursolutions.com 

• st-eu.concursolutions.com 

• mft-eu.concursolutions.com 

業務目的とユーザーへの利点 

ローテーション PGP 公開鍵により、ファイル転送のセキュリティが強化されます。 

管理者への表示 

必要なファイル転送資格情報を有する管理者がファイル転送サイトにログインして、ルート デ

ィレクトリからローテーション PGP 公開鍵 concursolutionsrotate.asc を取得できます。 
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設定とアクティブ化 

社内のファイル転送管理者が PGP の鍵束に鍵を追加することで、この鍵を使用して、SAP 

Concur に転送するファイルを暗号化できます。  

支援が必要な場合は、SAP Concur サポートまでお問い合わせください。 

 さらに詳しい情報は、ユーザー ガイド「お客様やベンダー向けのファイル転送（製品共

通）」をご参照ください。  

その他 

** 進行中 ** SAP Concur ホームページの変更 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2020 年 10 月 8 日 -- 2021 年第 4 四半期、2022 年 

概要 

2021 年の第 4 四半期に、SAP Concur は、米国データセンターのお客様を新しいホーム ペー

ジにリダイレクトし始めています。新しいホームページの外観は、以前の SAP Concur のホー

ムページと同様になります。新しいホームページでは、サービスが一時的に利用できなくなった

場合の機能が強化されています。 

新しいホームページは段階的に運用開始されます。 

フェーズ 1: 第 4 四半期の初めに、SAP Concur は米国データ センターの Concur 

Expense、Concur Invoice、および Concur Request のお客様を新しいホームページ

にリダイレクトし始めました。  

フェーズ 2: 2021 年 11 月、SAP Concur は欧州データ センターの Concur Expense、

Concur Invoice、および Concur Request のお客様を新しいホームページにリダイレ

クトし始めました。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/Guides_Exp/UG_Exp/Shr_UG_FileTransfer-jp.pdf
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フェーズ 3: 2022 年第 2 四半期では、SAP Concur は、米国と欧州のデータセンター

の残りのお客様を新しいホーム ページにリダイレクトすることを計画しています。残り

のお客様には Concur Travel を単独でお使いのお客様や Expense、Invoice や 

Request と併せて Concur Travel をお使いのお客様が含まれます。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、一部のサービスが利用できない場合でも SAP Concur ホームページを確実に

利用できるようになり、サインイン操作の一貫性が向上します。 

ユーザーへの表示 

以前のホームページでは、ユーザーが SAP Concur 製品にサインインすると、ホームページが

表示されます。 

NOTE: ホームページの外観は、お客様に対して有効になっている製品とサービス、およびユー

ザーに割り当てられている権限によって異なります。 
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他の製品やサービスが稼働しているときに一部の製品やサービスが利用できない場合、次のよう

な修正バージョンのホームページが表示されます。  

 

新しいホームページに移行後、複数のサービスが利用できない場合、ユーザーが SAP Concur 

製品にサインインすると、通常のホームページが表示されます。ただし、ユーザーが利用できな

いサービスのページに移動すると、次のようなページが表示されます。 
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新しいホームページへの移行後、すべてのサービスが利用可能な場合、この変更はユーザーに透

過的であり、移行前と同じホームページが表示されます。 

ホームページの例 

 

設定とアクティブ化 

 この変更は自動的に有効になります。設定やアクティブ化は必要ありません。 

Fiori ライト テーマを有効化する新しいアクセス許可 

概要 

9 月 20 日、新しいアクセス許可である「SAP Fiori テーマのプレビュー」が Concur Travel 

Professional Edition のアクセス許可リストに追加されました。「SAP Fiori テーマのプレビュ

ー」のアクセス許可がユーザーに割り当てられると、SAP Concur サイトのヘッダーに新しいス

イッチが表示されます。また、[新しいテーマ] 情報アイコンも表示されます。  
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スイッチを使用すると、ユーザーは SAP Concur 標準テーマを SAP Fiori テーマに切り替える

ことができます。情報アイコンはスイッチに関する短いメッセージを表示します。  

新しいテーマにはフォント、色やアイコンなどの視覚要素の変更が含まれます。また、一部の上

位タブおよびメニュー項目は [SAP Concur ホーム] メニューに移動されました。これらの変更

はサイト全体で行われており、ユーザーのすべての SAP Concur 製品に適用されています。 

NOTE: SAP Fiori テーマのプレビューを選択しているお客様がフィードバックを提供する場合

は、以下のページで SAP Continuous Influence プログラムの参加登録を行うことがで

きます。 

SAP Customer Influence 

 

お客様は登録後またはログイン後に Hands-on system Approach of Consistent 

User Experience based on SAP IE Scenario Travel-to-Reimburse の参加をリ

クエストできます。 

NOTE: SAP Customer Influence の登録は限定されているため、締め切りになる場合がありま

す。 

業務目的とユーザーへの利点 

SAP Fiori テーマは SAP Concur UI の外観と操作性をほかの SAP 製品と調和させ、より一貫し

たユーザー操作を提供します。このアクセス許可により、お客様の管理者は指定したユーザーが 

SAP Fiori テーマをプレビューして、テストを実施できるようにすることができます。 

https://influence.sap.com/sap/ino/
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管理者への表示 

[会社のアクセス許可を管理] ページへのアクセス権を持つ管理者には、[利用可能なアクセス許

可] リストに [SAP Fiori テーマのプレビュー] アクセス許可が表示されます。 

  

 SAP Fiori テーマのプレビューのアクセス許可をユーザーに割り当てるには: 

1. [アクセス許可の修正] リストで、[ユーザー] をクリックします。 

2. [ユーザー名]リストで、アクセス許可を割り当てるユーザーを選択します。 

3. [利用可能なアクセス許可] リストで、[SAP Fiori テーマのプレビュー] を選択します。 

4. [追加] をクリックし、次に [保存] をクリックします。 

次回、ユーザーが SAP Concur サイトにサインインしたときに、新しいスイッチが表示

されます。 
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ユーザーへの表示 

SAP Fiori テーマのプレビューのアクセス許可がユーザーに割り当てられた後、ユーザーが次に 

SAP Concur サイトにサインインすると、スイッチと [新しいテーマ] 情報アイコンが表示され

ます。 

 

情報アイコンをクリックすると、短い説明が表示されます。 

 

ユーザーがスイッチを [オン] に切り替えると、次のメッセージが表示されます。 

 

NOTE: スイッチを [オン] から [オフ] に切り替えた場合にも、メッセージが表示されます。 
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ユーザーが [続行] をクリックすると、ページが更新され、SAP Fiori テーマに設定されます。 

 

SAP Fiori テーマでは、製品のタブが [SAP Concur ホーム] メニューに移動しています。 
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ユーザーが管理者アクセス許可を持っている場合、[SAP Concur ホーム] リストに [管理] メ

ニューのコンテンツも表示されます。 

 

ユーザーにはアイコンの変更も表示されます。たとえば、[ヘルプ] メニューの見出しおよび [プ

ロファイル] ダイアログ ボタンがアイコンに変更されています。   

 

製品の機能に変更はありません。影響を受けるのはページの外観のみです。これは新 Expense 

や Request を含むすべての製品に適用されます。 
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Fiori テーマを適用しない新 Expense ページの例 
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Fiori テーマを適用した新 Expense ページの例 

 

設定とアクティブ化 

[会社のアクセス許可を管理] ページのアクセス権を持つ管理者は、新しい [SAP Fiori テーマ

のプレビュー] アクセス許可を指定したユーザーに割り当てることができます。 
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新 UI 

** 進行中 ** Concur Expense エンド ユーザー向けの最新のユーザー インターフ

ェース (UI) 

 

情報の初回公開日 最終更新日 自動移行日 

2018 年 3 月 2020 年 9 月 17 日 2022 年 10 月 1 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

Concur Expense ソリューションのユーザー インターフェースは、考え抜かれた設計と調査に

よって継続的な進化を遂げており、経費精算レポートの作成と送信において時代に合った直感的

で合理的な操作性を提供しています。 

Concur Expense をお使いのお客様には、2022 年 10 月 1 日の自動移行日までに十分な時間

の余裕を持って新 UI の事前確認を行い、それから移行することを強くお勧めします。 

業務目的とユーザーへの利点 

これにより、新 Concur Expense のユーザー インターフェースに、最新で一貫性のある合理的

なユーザー操作を提供しています。このテクノロジにより、改善されたユーザー インターフェ

ースの提供にとどまらず、お客様の変更のご要望にさらに迅速にお応えすることができます。 

影響を受ける製品およびユーザー 

これらの改善を活用するために、Concur Expense ユーザーが 2022 年 10 月 1 日までに移行

しない場合は自動的に Concur Expense の新 UI に移行されます。以下は、この処理をすべて

のユーザーにスムーズかつ効率的にご利用いただくためのスケジュールおよびリソースの情報で

す。 

これらの UI（ユーザー インターフェース）の変更は以下に適用されます。 

• Concur Expense（Professional/Premium および Standard）のエンドユーザーのみ 
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NOTE: エンド ユーザー（承認者、処理者、または管理者に変更はありません） 

重要: スケジュールとマイルストーン 

既存の UI から新 UI に移行するにあたり、Concur Expense をお使いのお客様には 4 つの重要

なマイルストーンがあります。 

1. 早期アクセス期間: 2018 年 3 月 – 2020 年 7 月  

この期間中に、更新された UI が全世界のお客様に提供されました。管理者 / パワー ユ

ーザーは、早期アクセス期間を利用して、最新のインターフェースをプレビューして、

内部トレーニング資料を更新し、移行に向けて組織として準備することをお勧めしてお

りました。  

2. オプトイン期間: 2020 年 7 月 –  2021 年 9 月 

早期アクセス期間に続いて、利用可能なオプトイン期間がありました。このマイルスト

ーンは、計画されているほぼすべての機能、および全体的な品質と安定性を提供するた

めのものでした。 

お客様は、この期間を活用して移行を計画し、ビジネスのプライオリティ上適している

場合は、Concur Expense の新 UI に移行してください。残りの機能の一部はこの期間

中にご利用できるようになるため、お客様はそれに応じてロールアウトを計画する必要

があります。 

3. 有効移行期間: 2021 年 10 月 – 2022 年 9 月  

これは、お客様が自動移行日前にお客様のペースで移行を完了できるようにお約束して

いた 12 ヶ月の事前通知期間です。 

お客様は、組織のスムーズな移行を確実にするために必要なタスクを完了し、有効移行

期間中に移行することを強くお勧めします。 

4. 自動移行日: 2022 年 10 月 1 日  



 

SAP Concur リリース ノート ページ 31 Concur Expense (Professional / Premium) 

リリース日: 2021 年 11 月 13 日  SAP Concur をお使いのお客様 最終版 

英語版の投稿： 2021 年 11 月 10 日 水曜日 

すべてのお客様が新 UI に自動的に移行されます。これは、当社がすべてのお客様に対

し一貫性のあるユーザー操作およびより良い製品への改革やサポートを継続して提供す

ることを保証します。  

移行資料 - ガイドおよびその他のリソース 

当社はこの移行をサポートするために、複数のガイド、FAQ、リリース ノート、およびその他

のリソースを準備しています。組織の移行の開始に必要なすべての情報については、以下よりご

確認ください。 

• Professional Edition 

• Standard Edition 

上記のリンクは以下へのアクセスを含んでいます。 

• 管理者ガイド、FAQ、移行リソース: 管理者ガイドは Concur Expense の新 UI へのア

クセス、および必要なロールやアクセス許可についての情報を提供します。  

管理者ガイドに加え、FAQ、その他のリソース（メール テンプレートおよびその他のト

レーニング資料など）、および Concur Expense の新 UI でまだ利用可能ではない機能

のリストもあります。これらの資料はすべて、お客様がユーザー向けに準備する際に役

立ちます。 

NOTE: トレーニングのために、管理者ガイドおよびエンド ユーザー ガイドを「そのま

ま」使用できます。または、トレーニング資料を作成する際にその一部を使用で

きます。お客様はご自由に、切り取り、コピー、貼り付け、削除、または編集が

可能です。 

• エンド ユーザー ガイド: このガイドは既存の UI と Concur Expense の新 UI を比較し、

ユーザーが新しい操作に親しむために役立ちます。新 UI は改善中のため、このガイド

はオプトイン期間中に必要に応じて更新されます。管理者はこのガイドを頻繁にご確認

ください。 

NOTE: 管理者ガイドのように、組織内でこのガイドの切り取り、コピー、貼り付け、削

除、または編集を自由に行っていただけます。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_docs.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/NextGenEXP/_NextGenEXP_Stan_admin_docs.htm
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• リリース情報: 有効移動期間中は、改善に関するリリースは定期リリース スケジュール

に含まれません。代わりに、特別なリリース ノートを発行し、機能および改善について

の情報を近々のリリースで提供予定です。  

ご利用の前に 

上記の移行資料をご確認の上、移行の計画を立てることをお勧めします。 

支払マネージャー  

「バッチ データの表示」リンク 

概要 

[支払マネージャー] では、新しいリンクの [バッチ データの表示] が Expense Pay をお使いの

すべてのお客様に表示されます。適用できる場合、このリンクは支払先やカード会社に送信され

る支払および送金データをマスク処理して表示します。   

NOTE: すべてのバッチに表示可能なデータがあるわけではありません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、突合の問題があるお客様と SAP Concur を支援します。  
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ユーザー管理者への表示  

[バッチの監視] の [支払要請] タブに [バッチ データの表示] リンクが表示されます。 

例 

 

[バッチ データの表示] をクリックすると、[バッチ データ] タブが開きます。 

 

表示されるファイル名が場合は、ファイル名をクリックすると送信済みのマスク処理されたデー

タが表示されます。 
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NOTE: [再送信] ボタンを使用できるのは一部のプロバイダに限定されています。また、支払プ

ロバイダ、カード会社、または SAP Concur からクリックするように指示があった場合

のみ、このボタンをクリックしてください。 

SAP Concur ユーザー支援 

ヘルプ メニューを SAP ヘルプ ポータルに移動 

概要 

SAP Concur ソリューションの [ヘルプ] メニューは SAP ヘルプ ポータル 

(http://help.sap.com) のオンライン ヘルプ コンテンツをポイントするように更新されました。

ヘルプの内容に変更はありませんが、SAP ヘルプ ポータルはヘルプの外観と操作性が一新され、

新たな機能が盛り込まれます。 

ユーザーへの表示 

以前のヘルプの外観 

 

http://help.sap.com/
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新しいヘルプの外観 

 

業務目的とユーザーへの利点 

この更新により、SAP Concur ソリューションの文書がほかの SAP 製品と SAP ヘルプ ポータ

ルに一元化されます。 

設定およびアクティブ化 

新しいオンライン ヘルプは設定する必要はなく、アプリの [ヘルプ] メニューから使用できます。 

以前のオンライン ヘルプへのダイレクト リンクをお持ちのお客様は、現在提供されている新し

いオンライン ヘルプ ページをポイントするようにそのダイレクト リンクをアップデートする必

要があります。 

 詳細については、2021 年 8 月の製品リリース ノートの「SAP ヘルプ ポータルでオン

ライン ヘルプが利用可能」リリース ノートをご参照ください。  
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以前のオンライン ヘルプ リンクは以下のフォーマットです。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/help/en-

us/release/expemp_standard/index.html 

新しいオンライン ヘルプ リンクは以下のフォーマットです。 

https://help.sap.com/viewer/3c27718ffe8343b7b4066e8b257ee311/LATEST/en-

US/bb4e99add95a497ab6fe4451cca1b39f.html 

お客様は http://help.sap.com の製品ページを参照して、特定のオンライン ヘルプを検索する

ことができます。 

Concur Expense: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-

US 

Concur Invoice: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-

US 

Concur Request: https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-

US 

Concur Travel:  

https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_TRAVEL/LATEST/en-US 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/help/en-us/release/expemp_standard/index.html
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/help/en-us/release/expemp_standard/index.html
https://help.sap.com/viewer/3c27718ffe8343b7b4066e8b257ee311/LATEST/en-US/bb4e99add95a497ab6fe4451cca1b39f.html
https://help.sap.com/viewer/3c27718ffe8343b7b4066e8b257ee311/LATEST/en-US/bb4e99add95a497ab6fe4451cca1b39f.html
http://help.sap.com/
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_EXPENSE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_INVOICE/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_REQUEST/LATEST/en-US
https://help.sap.com/viewer/product/CONCUR_TRAVEL/LATEST/en-US
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Web サービス管理者 

** 進行中 ** アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードの文字数の要件

の更新 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 6 月 18 日 2021 年 11 月 10 日 2022 年第 1 四半期 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

この変更は、安全な認証を維持する SAP Concur の継続的な取り組みの一環です。 

概要 

新しいセキュリティ要件を満たすには、[アプリケーション コネクタ] ページでアプリケーショ

ン コネクタに関連付けられているユーザー名とパスワードの文字数は 10 文字以上 50 文字以内

にする必要があります。  

一部のお客様には現在、これらのパラメータを満たさないユーザー名とパスワードが設定されて

います。  

2022 年の第 1 四半期に、10 文字以上 50 文字以内に強制されるようになります。この変更前

にユーザー名およびパスワードが更新されない場合、SAP Concur ソリューションの一部の要素

が機能を停止する可能性があります。例として、通知を使用している場合にワークフロー ステ

ップが完了しない、LEU ウィンドウが開かない、フェッチ リストを使用するフィールドに結果

が表示されないなどが挙げられます。 

アプリケーション接続によるコールアウトの中断が発生し、それに続いて一部のエンド ユーザ

ーのタスクが中断されるような状況を回避するには、この変更を実装する前に、これらの要件を

満たさないアプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードを更新する必要があります。 

アプリケーション接続のユーザー名とパスワードは、組織管理者または Web サービス管理者の

ロールを持つ管理者が更新できます。 
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NOTE: Standard のエンティティを使用している管理者の場合、Concur Expense の「管理可

能」のアクセス許可を持つユーザーは Web サービス管理者のロールを持っています。 

業務目的とユーザーへの利点 

パスワードとユーザー名の文字数制限を適用すると、アプリケーション コネクタを介して行わ

れるコールアウトのセキュリティ標準が向上します。 

設定とアクティブ化 

アプリケーションコ ネクタのユーザー名とパスワードは、[アプリケーション コネクタを管理] 

ページで設定できます。  

 アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードを変更するには、次の手順に従います。 

1. [管理] > [会社] > [Web サービス] をクリックします。 

 

2. [アプリケーション コネクタを管理] をクリックします。 

 

3. 更新するアプリケーション コネクタを選択し、[変更] をクリックします。 
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4. 新しいユーザー名とパスワードを入力し、[テスト接続] をクリックします。 

 

5. [保存] をクリックします。 

NOTE: アプリケーション コネクタのユーザー名とパスワードを更新した後、アプリケーション 

コネクタをコールアウト サービスに使用する前に、[テスト接続] をクリックして変更

を確認する必要があります。  

 詳細については、SAP Concur Developer Center の「Callouts and Application 

Connectors」のドキュメントを参照してください。 

https://developer.concur.com/api-reference/callouts/callouts-application-connectors.html#modifying-app-connector-reg
https://developer.concur.com/api-reference/callouts/callouts-application-connectors.html#modifying-app-connector-reg
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ワークフロー 

承認権限者の並べ替え順の拡張 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

2021 年 10 月 2021 年 11 月 2021 年 11 月 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

概要 

[承認権限者の自動割り当て] 設定を使用すると、ワークフローのすべての承認権限者ステップ

で「承認権限者」が事前に割り当てられます。特定の承認権限者ワークフロー ステップに割り

当て可能な承認権限者が複数存在する場合、まず姓のアルファベット順、続いて名のアルファベ

ット順（同姓が複数存在する場合）で候補が並び換えられ、アルファベット順のリストの先頭に

ある候補が選択されます。 

この機能拡張以前は、姓名の「名」の順に並べられていました。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、操作の一貫性が向上しました。 

設定とアクティブ化 

この変更は自動的に行われます。設定やアクティブ化は必要ありません。 

 この機能についての全般情報は、設定ガイド「Concur Expense: ワークフロー（承認権

限者）」ご参照ください。 
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今後の変更予定 

このセクションの項目は、今後リリース予定のものです。SAP Concur は、ここに記載されてい

る拡張機能 / 変更の実装の延期または完全削除の権利を保有するものとします。  

! 重要: これらの変更予定は、この SAP Concur 製品またはサービスに影響を与える今後の拡

張および変更のすべてが記載されていない場合があります。複数の SAP Concur 製品やサー

ビスに適用される変更予定は、統合ドキュメントに記載されています。製品共通の変更予定

のリリース ノート（日本語）で、利用可能なその他の変更予定をご確認ください。 

Expense Pay – 従来  

**変更予定** すべての通貨の廃止 

 

情報の初回公開日 最終更新日 機能のリリース予定日 

8 月 2021 日 2021 年 8 月 27 日 2022 年 1 月 1 日 

このリリース ノートでは、前回の月次リリース以降の変更を黄色で強調表示しています。 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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概要 

SAP Concur は支払ソリューションのポートフォリオを支払プロバイダとの協業ソリューション

に移行するため、長年取り組みを続けてきました。これは、Bambora を使用した既存の 

Expense Pay Global ソリューション、および Western Union Business Solutions を使用した 

Expense Pay Flex ソリューション（予定）によって証明されています。 

現在、SAP Concur では 2022 年 1 月 1 日にレガシー Expense Pay の従来のソリューション

を廃止する予定です。支払プロバイダ ソリューションによる支払戦略の次の段階に移行すると、

この廃止に伴い、Expense Pay - 従来をお使いのお客様は代わりのソリューションを有効にす

る必要があります。2021 年 12 月 15 日以降、従業員およびクレジット カード プロバイダへ

の Expense Pay - 従来の支払はすべての通貨で停止されます。Expense Pay の従来のソリュ

ーションをお使いのお客様には、この変更に関して、直接お知らせしています。 

! 重要: 現在、Expense Pay Flex（別名、Direct）は既存のお客様（Expense Pay - 従来をす

でにお使いのお客様）のみに提供されており、新規のお客様や現在、Expense Pay ソリュ

ーションを使用していないお客様には提供されていません。 

NOTE: Bambora を使用する既存の Expense Pay - グローバルのソリューションは引き続き利

用可能であり、全面的にサポートされるため、このお知らせの影響はありません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更は、支払プロバイダとの協業ソリューションへの移行の一環であり、今後の製品の改善

および統合の強化をサポートします。 

設定とアクティブ化 

利用可能な代替オプションを検討する際は、お客様の SAP Concur アカウント チームにお問い

合わせください。 
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Concur ソリューションと SAP の統合 

**変更予定** 差分転記の第 2 フェーズ （2021 年 12 月） 

この変更は、Professional Edition をお使いのお客様に対する新 UI の操作性の一部に関連して

います。 

概要 

差分転記機能の第 1 フェーズでは、エンド ユーザーは経費精算レポートをもう一度開いて、カ

スタム フィールドを変更できるようになりました。現在は拡張機能が利用できるようになり、

会社は複数の構成レベルを使用して、再び開いたレポートでエンド ユーザーが実行できる操作

を制御することができます。 

複数の構成レベル（1～3）により、経費精算ユーザー グループに変更権限の範囲を広げて付与

することができます。たとえば、レベル 1 の権限を割り当てられたグループのユーザーは、領

収書イメージの追加、および配賦フィールドや組織単位フィールドの修正を行うことができます

が、レベル 3 の権限が割り当てられたグループのユーザーはさらにレポートの同席者数や金額

の修正、領収書イメージの追加、およびレポート間でのエントリの移動を行えます。  

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、選択した経費グループに詳細情報を変更する権限を付与し、各グループのエン

ド ユーザーが行うことができる変更内容を決定する際の柔軟性が向上します。  

設定とアクティブ化 

SAP Concur の内部スタッフは、Concur Expense の新 UI と SAP ICS を使用しているお客様

のために差分転記を有効化し、構成レベルを設定することができます。差分転記は [グループに

対する構成] ページで有効化されます。差分転記を有効化する前に、経費グループは[財務統合

の有効化] 設定を有効にしておく必要があります。 
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[差分転記の有効化] を選択してから、各エンド ユーザーの [差分転記レベル] フィールドで目

的のレベルを選択します。 

 

 詳しくは、Professional Edition 設定ガイド「Expense: SAP ECC および SAP 

S/4HANA に対する Concur ソリューションと SAP の統合」および Professional 

Edition 設定ガイド「Expense: SAP S/4HANA クラウドに対する Concur ソリューシ

ョンと SAP の統合」をご参照ください。 

サイト設定 

**変更予定** 勘定抽出のレポート番号を有効化 

概要 

すべての Concur Expense 勘定抽出ファイル タイプを対象として、新しいサイト設定である 

[Expense 勘定抽出のレポート番号を有効化] が 2022 年第 1 四半期のリリースで提供される

予定です。この設定により、どちらかを含めて、もう一方を含めないように抽出出力を変更して、

[レポート キー] フィールド データの代わりに [レポート番号] フィールド データを抽出するよ

うに選択できます。この変更は元に戻すことが可能であり、クライアント サイトで最大 5 つの

同一タイプの抽出に適用できます。 
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この変更の成果は、レポート キー データではなくレポート番号を優先して抽出することにあり、

より意味のある出力結果を盛り込み、抽出プロセスを今後リリースされる改善と一致させること

で、お客様へのメリットとなります。 

NOTE: 現時点では、[レポート キー] フィールドの利用性や機能性に影響はありません。すべ

てのお客様に周知され準備が整った後、このフィールドは 2023 年までに最終的に廃止

される見込みです。 

この機能では、次のようなさまざまな勘定抽出がサポートされます。 

• 標準勘定抽出 v.2 

• 標準勘定抽出 v.3  

• Expense Pay / 従業員への払戻抽出 

• 情報抽出 

• [レポート キー] フィールドが組み込まれカスタマイズされた勘定抽出 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、勘定抽出を使用しているお客様はフィールドの利用性の変化に備えて準備を行

うことができるほか、今後の抽出機能の強化もサポートします。   

設定とアクティブ化 

[サイト設定] にアクセスし、この機能を有効にするには、Concur Expense 管理者ロールが必

要です。 

 詳細については、SAP Concur Expense Professional / Premium のリリース ノートの 

4 月版および設定ガイド「Concur Expense: サイト設定」をご参照ください。 
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お客様へのお知らせ 

アクセシビリティ 

アクセシビリティの更新 

SAP は、現在の Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) に合わせて変更を実装します。

SAP Concur ソリューションに対するアクセシビリティ関連の変更については、四半期ごとに公

開しています。四半期ごとの更新は、「アクセシビリティの更新」ページで確認できます。 

  

サポートされているブラウザ 

サポートされているブラウザおよびサポートの変更 

サポートされているブラウザ、およびサポートされているブラウザに予定されている変更につい

ては、「Concur Travel & Expense Supported Configurations」ガイドをご参照ください。 

ブラウザのサポートに変更が予定されている場合、変更に関する情報が製品共通の変更予定のリ

リース ノート（日本語）でも提供されます。 

 

 

 

 

 

https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN-monthly-Access/_RN_access_client.htm
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/Z_SuppConfig/Supported_Configurations_for_Concur_Travel_and_Expense.pdf
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/RN_shared_planned/_client_shared_RN_all.htm
https://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Shared/_client_shared_RN_all-jp.htm
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リリース ノートおよびその他の技術文書 

オンライン ヘルプ 

ユーザーは誰でもオンライン ヘルプから、または直接 SAP サポート ポータル上でリリース ノ

ート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、

およびその他のリソースにアクセスすることができます。 

お使いの製品に関連する文書一式を確認するには、アプリの [ヘルプ] メニューのリンクを使用

するか、SAP ヘルプ ポータル (https://help.sap.com) で SAP Concur 製品（Concur 

Expense、Concur Invoice、Concur Request、または Concur Travel） を検索します。 

SAP Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー 

Concur サポート ポータルのリリース ノート、ウェビナー、および技術文書にアクセスしてく

ださい。 

適切なアクセス許可がある場合は、[ヘルプ] メニューに [サポートへのお問い合わせ] が表示さ

れます。クリックして SAP Concur サポート ポータルにアクセスし、[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 [リリース / 技術情報] をクリックして

ください。  

• 録画や配信中のウェビナーを見るには、 [ウェビナー] をクリックします。 
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ケース 

サポート ケース ステータスの確認 

この手順内のステップに従って、ケースが解決しているかどうかを確認してください。  

 提出したケースのステータスを確認する方法 

1. https://concursolutions.com/portal.asp にログオンします。 

2. [ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリックします。      

 

NOTE: [ヘルプ] メニュー下に [SAP Concur  サポートへのお問合せ] オプションがない場合は、

お客様の会社内でサポートを行うよう設定されています。社内のサポート デスクにお問

い合わせください。 

3. [サポート] > [ケースを表示] をクリックします。 

 

https://concursolutions.com/portal.asp
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4. 表で、[表示] リストの選択に基づいて、目的のケースのタイプを表示します。検索結果

は、ご自身の会社のケースに限定されています。 
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