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概要 

重要 

本リリースに重要な用語の変更があります。 

変更前： [申請の終了]  

変更後： [申請の終了/非アクティブ化] 

申請の終了を許可する設定になっている場合は、申請及び申請リストに [申請の終了] ボタンが

表示されます。しかし、このボタン名は単に申請画面を閉じるものという誤解をユーザーに与え

る可能性がありました。 

実際には、このボタンは [アクティブな申請] リストから申請を削除するものであり、それによ

って申請が経費精算レポートに割り当てることができなくなるというものです。また、申請の残

高はゼロに戻ります。 

このボタンの用途を明確にするため、ボタンの名前を [申請の終了/非アクティブ化] に変更し

ました。 

 

サービス名について 

本サービスは購買申請、 Concur Request、あるいは単に 申請、Request と呼ばれるもので、

以前は出張申請と呼ばれていたものです。Concur は、その広範囲な機能に合わせるため名前を

変更しました。（日本では 2012 年 11 月に変更しました。）  

このサービスは、Concur Expense 内で提供されていた従来の購買申請機能とは異なります。 

今月のリリース 

主な機能は以下の通りです： 
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• 新しい同席者フィールド  

• ** 近日サポート予定 ** [場所] のリストを Concur が自動更新 

• ** 近日利用可能予定 ** Concur App Center 

 

 

 

本リリースについてのその他の情報は、次をご参照ください： 

• Request およびその他 Concur 製品の技術文書 

• Request およびその他 Concur 製品のリリース ノート 
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リリース ノート 

新しい同席者フィールド 

概要 

Concur Expense に新しい同席者フィールドが追加されました。 Request にも同様に追加され

ています。次のフィールドが追加されました： 

• ミドルネームの頭文字 

• サフィックス 

• カスタム 21 - 分類 

• カスタム 22 - 税 ID 

• カスタム 23 - Covered Recipient ID 

• カスタム 24 

• カスタム 25 

上記のフィールドは下記の条件編集ツールにも追加されます： 

• 監査ルール  

• 監査ルール（検証）  

• ワークフロー  

設定 

これらのフィールドは自動的に利用可能になります。設定は必要ありません。  

 詳しくは Expense リリースノート（7 月）をご参照ください。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2013/CTE%20Client-Facing%20Release%20Notes%20July%202013-jp.pdf
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** 近日サポート予定 ** 場所リストの更新 – 8 月の予定（暫定） 

Concur は [場所] モジュールの国連 LOCODE（地域コード）リストを更新します。したがって、

お客様に表示されるのは更新後のコードになります。現在のところ、この機能変更は 8 月のサー

ビス リリースを予定しています。 

【重要事項】- 更新させないためのサイト設定 

会社の [場所] を変更したくない場合は操作が必要です。 

[場所] の管理者は、チェック ボックスを使って Concur が自動的に [場所] のリストを更新す

るのを止めることができます。会社で使用する [場所] の自動更新をさせないようにするには、

このチェック ボックスを使ってください。 

動作の説明 

チェック ボックス [場所の自動更新を許可する] は、 [場所] の [設定] タブにあります。初期

設定では有効になっています。これは会社の [場所] リストに Concur の自動更新が適用されて

いるということです。  

 

チェックを外すと会社の [場所] リストは自動更新されません。この設定を無効にする時、 

Concur は確認のメッセージを表示します。   
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! 【重要】この設定を無効にする場合、場所のリストのメンテナンスはお客様の責任となりま

す。また、 お客様がこの設定を再度有効にしても、 Concur は無効の期間に遡って場所の

データを特定したり更新したりすることはできません。設定の変更は、有効になった日から

後の期間に対してのみ有効です。 

** 近日利用可能予定 ** Concur App Center  

概要  

Concur に新しいタブ Concur App Center が登場します。パートナーと Concur が開発したア

プリケーションをこちらから探して利用することができます。  
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これらのアプリケーションは、 Concur のプラットフォームを使用して Concur と融合し、追加

の管理機能を提供することによって製品の付加価値を高めます。App Center には 2 つのタブが

あります： 

• エンドユーザーに最適なアプリ： このタブにあるのは、エンド ユーザーが自分でアク

ティブ化し、安全なデータ交換を許可することができるアプリケーションです。TripIt 

がこのタイプのアプリの一例です。エンド ユーザーは Concur アカウントを TripIt ア

カウントに接続し、自動的に Concur で予約した出張を TripIt アカウントで共有するこ

とができます。TripIt アカウントを持っていない場合は、TripIt の Web サイトまたは

モバイル デバイスのアプリ ストアにアクセスして詳細を確認し、アカウントを作成し

てください。App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。その他、 

Concur モバイルやさまざまな形式の E-Receipt もあります。近々、Open Booking ユ

ーザーはさまざまな旅行の供給業者を利用しながら App Center を通じて Concur アカ

ウントに接続することができるようになります。供給業者の Web サイトから Concur 

へ、予約した旅程を共有することができます。 

• ビジネスに最適なアプリ： このタブにあるアプリケーションは、さまざまなビジネスの

機能を提供します。会社全体または複数のユーザーのために情報をやり取りするため、 

これらのアプリを使用するには Concur 管理者の許可が必要です。ビジネス アプリの例

には次のようなものがあります：  

 Concur から経費データを抽出して、対象の経費から付加価値税の返還要求を計算し

て処理するアプリ。  

 Concur と Salesforce.com の間で、連絡先とオポチュニティを共有する Concur 

Connector for Salesforce。 

App Center ではアプリの購入やダウンロードはできません。ユーザーと管理者がアプリケーシ

ョンについて情報を得て、入手を開始するためのページです。ユーザーまたは管理者がリストか

らアプリを選択すると、 [詳細] ページが表示されます： 
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TripIt などのユーザー アプリケーションには [接続] ボタンがあり、これをクリックするとパー

トナー サイトのアカウントから Concur アカウントへ接続することができます。ビジネス向け

のアプリケーションには [お問い合わせ] ボタンがあります。パートナーに連絡してアプリケー

ションを入手し、試用したい場合はこのボタンをクリックしてください。 
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パートナー サイトの Concur の認証手続きに進みます。App Center のリストは Concur が作

成しています。これらはリストされる前にパートナーと Concur によって吟味され、承認された

ものです。   

App Center は、 https://www.concur.com/appcenter の Web サイトでも利用可能です： 

 

暫定リリース スケジュール  

Concur.com の App Center はこちらからアクセスできます： 

https://www.concur.com/appcenter 

App Center は、次のスケジュールで Concur に組み込まれる予定です。リリース スケジュー

ルは暫定であり、変更の可能性があります。 

2013 年 7 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアにユーザーをお持ちの 

Standard Travel/Expense をお使いのお客様のみ 
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2013 年 8 月のリリース： アメリカ、イギリス、オーストラリアにユーザーをお持ちの 

Professional Travel/Expense をお使いのお客様のみ 

2013 年 10 月のリリース： その他のすべてのお客様 
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その他のリリース 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、および技術文書にぜひアクセス

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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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。 

 

 


