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概要 

重要 

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 

新機能は以下の通りです： 

• インポートを通して既定の承認者 2 の設定が可能  
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リリース ノート 

インポートを通して申請の既定の承認者 2 の設定が可能 

8 月に既定の承認者 2 が使用できるようになりました。これまで、各ユーザーが 2 人目の既

定の承認者を持つことを許可している場合、既定の承認者 2 はユーザー管理で割当てを行う

ことになっていました。本リリースより、夜間スケジュールの従業員インポートとスプレッ

ドシート インポート（[管理] ＞ [法人管理] ＞ [ユーザー管理]）の両方で、既定の承認者 2

を含めてインポートできるようになりました。 

 既定の承認者 2 についての詳細は設定ガイド「Request: Workflow – General 

Information」をお読みください。 

 

スプレッドシート インポートについての詳細は、ユーザーガイド「Shared: User 

Import」をお読みください。 

 

夜間のスケジュール インポートの情報については、「Expense – Import / Extract 

Specifications」の 「Employee Import」の章をご参照ください。 

** 近日リリース ** 代理店の提案 

現在、 [代理店の提案] 機能はフランスでのみ利用可能ですが、来年の早期にこの機能はす

べての国ですべての TMC が利用することができるようになります。  

[代理店の提案] には、一般的な Concur Request とは異なる 2 つの機能があります：  

• ユーザーが申請を提出すると、申請は最初に旅行代理店へ送られます。旅行代理店

は 3 つの出張提案を提供します。これはユーザーの画面に表示されます。ユーザー

は、申請を承認者に提出する前に、提案された出張のうち 1 つを選択します。 

• 代理店と Concur の間の通信は XML を介して行われます。これには、 Concur 

Request と代理店のシステムの同期が必要です。 

[代理店の提案] 機能は、今後のリリースで発表される予定です。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Workflows.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Workflows.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Shr/Shr_UG_User_Import.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Shr/Shr_UG_User_Import.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_4_Emp_Imp.pdf
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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。 

 

 


