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概要 

重要 

本サービスは購買申請、 Concur Request、あるいは単に申請や 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、以前 Concur Expense で提供されていた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： 

• 新機能: TMC の提案 (Concur Connect API) 

• イメージ: HTML ファイル形式をアップロード可能  

• ワークフロー: 既定の承認者 2 のステップをスキップする設定が利用可能 

• 印刷用レポート: 電話番号およびその他のセグメント情報を追加可能 

• メールによる備忘通知: 新しいオプション [ユーザーによる確認] を使用して、注意が必

要な申請をユーザーに知らせることができます。 

• 処理者：処理者は承認ステップの際にコメント フィールドを編集することができます。 

• Expense との統合: 申請に関連する経費精算レポートの数を定義 

• 仮払申請: 新しいフォームとフィールド 

• 場所のインポート: ジオコード用の新フィールド 

• 場所: 1 月から大部分が更新されます。 

• 代理店管理のセグメント: 特定のセグメントが自動的に削除され内容に設定可能です。  
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• 会社からのお知らせ: 従業員グループごとの設定が可能 

• 翻訳: ** 予告 ** ドイツ語のテキスト変更  
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リリース ノート 

新機能: TMC の提案（Concur Connect API）日本では対応していません 

概要 

新しい TMC 提案機能は、フランスに限定されていないこと以外、既存の代理店の提案機能と全

く同じものです。この機能はどの国でも、どの TMC でも、どの GDS でも使用できます。 

TMC 提案機能は、 Concur Request と Concur Connect の両方と連携して動作します。この

機能により TMC が出張者のニーズに合うさまざまな旅程や選択肢を送ることができます。たと

えば、 TMC は似たような 2 つの選択肢を出張者に与えて選んでもらうことができます。出張者

が選択肢（提案）を確認しやすく、マネージャーには詳細と費用を正確に提示することができま

す。また、 TMC と会社の間の処理が改善され、コストが減少します。 

お客様やユーザーへの利点 

この機能は:  

• 特に管理者の承認のために、明確で完全な申請を保証します。 

• 手動による再コピーや不正な操作を避けるため、お客様の出張前承認ワークフローを

POS のオフライン予約プロセスにリンクします。 

• オフラインの出張申請プロセスを調整してお客様やユーザーの時間を節約します。 

• また、この機能は世界中のお客様にとっても大きな付加価値があります。実際、この機

能は多国籍企業や地元企業で、 TMC や GDS とともに使用することができます。 

TMC への利点 

この機能は:  

• プロセスの最適化によってコストを削減します。電子メールが不要になり、申請はより

包括的になります。また、代理店による手動作業を軽減します。 
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• TMC のための技術的な利点: リアルタイムの双方向フィードバックによる信頼性の高い

統合 

• GDS の種類を問わず 100 社以上の TMC に利用可能です。 

機能の説明/ユーザーへの表示 

1. 出張者は必要なセグメントを使って出張申請を作成します。 

 

2. TMC を経由する申請を提出します。 



 

Concur リリース ノート ページ 7 Request 

2014 年 1 月 

最初の投稿: 

 1 月 16 日木曜日 04：30 PM（太平洋標準時）  お客様向け - 最終版 

3. TMC は申請に含まれるセグメントの詳細を確認し、出張の提案を数件作成します。 

NOTE:  提案された出張を全く使用しない、一部予約する、またはすべて予約すること

が可能です。 

4. TMC Concur Connect に提案を投稿します。提案は Concur が解析して申請にインポ

ートします。 

5. 提案が確認できることを出張者に E メールで知らせます。 

6. 出張者は提案を確認し、比較して、良いと思うものを選びます。 
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7. ユーザーが提案を選ぶと、申請は承認者に送られます。 

8. 承認された申請は TMC に送られます。 
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9. TMC が選択された提案のチケットを発行します。 

10. TMC は予約した出張を [チケット発行済] のステータスを使って確認として任意で投稿

することができます。 

設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur  が以下のことを行います:  

• Concur Request を有効化 

• 関連するワークフローとフォームとともに、 TMC の提案機能を有効化します。  

• Concur Connect を有効化 

 詳しくは設定ガイド「Request: Agency Proposals」 をお読みください。 

イメージ: HTML が利用可能 

概要 

従来、HTML は添付画像としてサポートされていないファイル形式でした。本リリースより、

HTML ファイルを添付画像としてアップロードすることができるようになります。 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Req/Req_SG_Agency_Proposals.pdf
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目的と利点 

HTML を添付ファイル形式としてサポートすることによって、 Concur 製品間の一貫性を高め

ます。  

ユーザーへの表示 

添付ファイルのファイル形式に HTML が表示されます。 

設定および有効化  

この機能は自動的に有効化されます。有効化したり、設定を行う必要はありません。  

ワークフロー: 既定の承認者 2 のステップをスキップ 

概要 

既定の承認者 2 を使用するようワークフローが定義されているのにユーザーのプロファイルにそ

の承認者が存在しない場合は、本リリースよりそのステップをスキップするように設定すること

ができます。 
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目的と利点 

既定の承認者 2 のいるワークフローを使う際に、その承認者が割り当てられていない時、つまり、 

[プロファイル] の [既定の承認者 2] フィールドが故意または漏れによって空欄である場合でも、

ワークフローを管理しやすくなります。  

ユーザーへの表示 

ユーザーへの表示に変更はありません。 

設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur が下記の設定と有効化を行います。  

NOTE:  この例は、すでに既定の承認者 2 のワークフロー ステップを設定済みであり、既定の

承認者 2 が割り当てられていない時にそのステップをスキップする設定を行う想定です。 

 既定の承認者 2 のステップを設定するには: 

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [ワークフロー] （左側のメニュー）にクリックします。 

2. いずれかの操作を行います: 

 目的のワークフローをクリックして [修正] をクリックします。 

- または - 

 目的のワークフローをダブル クリックします。  

[ワークフロー] タブが表示されます。 

3.  [ステップ ルール] をクリックします。 

4.  [ステップ ルール] で次の操作を行います:  
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 既定の承認者 2 を使用したワークフロー ステップを選択します。 

 [ステップ ルール] セクションで [新規] をクリックします。 

 

5. [条件の編集] ウィンドウで次の操作を行います: 

 [名前] および [評価を強制] フィールドを通常通りに入力します。 

 [データ オブジェクト] リストの [従業員] をクリックします。  

 [フィールド/値] リストの [既定の承認者 2 あり] をクリックします。 

 [演算子] リストの [等しい] をクリックします。 

 [フィールド/値] リストの [いいえ] をクリックします。 

 [保存] をクリックします。 

6.  [ステップ ルール] で次の操作を行います: 

 既定の承認者 2 を使用したワークフロー ステップを選択します。 

 [ルール アクション] セクションで [新規] をクリックします。 
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7. [アクションの編集] ウィンドウで次の操作を行います: 

 [アクション名] リストの [ステップのスキップ] をクリックします。 

 [メッセージ] フィールドに目的のメッセージを入力します。 

 [保存] をクリックします。 

印刷用レポート: 電話番号とセグメント情報を記載可能 

概要 

従来は、ユーザーの電話番号（ユーザーのプロファイルに表示）を印刷用レポートに追加するこ

とはできませんでしたが、申請の詳細が代理店に E メールで送られ、その確認のためにユーザ

ーへ電話する必要がある場合は、電話番号が記載されていると便利です。 

そこで本リリースより、電話番号フィールドが印刷用レポートに記載可能になりました。 

目的と利点 

特にタイミングが重要な場合に、代理店とユーザーが直接連絡を取りやすくなります。 
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ユーザーへの表示 

ユーザーへの表示に変更はありません。 

設定および有効化 

 印刷用レポートの新フィールドにアクセスするには:  

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [印刷用レポート] （左側のメニュー）に進みます。 

2. [印刷形式] タブで次の操作を行います: 

 目的のレポートをクリックします。 

 [コンテンツの修正] をクリックします。 

[印刷形式のコンテンツ] ページが表示されます。 
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3. ユーザーの電話番号フィールドにアクセスするには、 [印刷形式のコンテンツ] ページ

で次の操作を行います:  

 [所有者のプロファイル] をクリックします。 

 [フィールドの修正] をクリックします。 

[印刷形式のフィールドを編集] ページで次の操作を行います:  

 [フィールドの追加] をクリックします。電話番号フィールドが表示されます。  

 目的のフィールドを選択して通常通りに追加します。 

 

4. 新しいフィールドにアクセスするには、 [印刷形式のコンテンツ] ページで次の操作を行

います:  

 [セグメント] をクリックします。  

 [フィールドの修正] をクリックします。 
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[印刷形式のフィールドを編集] ページで次の操作を行います: 

 [フィールドの追加] をクリックします。セグメント フィールドが表示されます。  

 目的のフィールドを選択して通常通りに追加します。 

 

メールによる備忘通知: 新しいオプション [ユーザーによる確認]  

概要 

Concur Travel や Web サービスなどの Concur Request 以外からの申請もユーザーの順番待

ちに並ぶことが可能です。しかし、関連する Request ユーザーが気づかない可能性があります。  

本リリースより、管理者は [ユーザーによる確認] のオプションを使って備忘通知メールを作成

することができます。これは、申請がそのユーザーによって開かれたかどうかをチェックするオ

プションです。当てはまらない場合は、注意が必要な申請があることをユーザーに（設定によっ

ては承認者や代理にも）備忘通知で知らせます。 
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NOTE:  この [ユーザーによる確認] オプション（[いいえ] ではなく [はい] に設定された場

合）を使うと、Concur Request 以外で開始された申請とユーザーが作成した申請を区

別することもできます。 

目的と利点 

チケットが発行されたものと推定されるユーザーに、申請を使った予約が承認保留になっている

ことを通知できます。通知がなければ、より高い料金で再予約してしまう可能性があるだけでな

く、最悪の場合には出発ターミナルでフライトが予約されていないことが判明するということも

ありえます。 

ユーザーへの表示 

[ユーザーによる確認] オプションを使って作成された備忘通知メールは他の備忘通知メールと

同様に表示されます。 

設定および有効化 

 備忘通知メールを作成するには:  

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [メールによる備忘通知] （左側メニュー）の順にクリッ

クします。 

2. [ルール] タブをクリックします。 

3. [新規] をクリックします。 

4.  [メールによる備忘通知ルール] で次の操作を行います:  

 通常通りに名前を入力し、グループを選択します。 

 [備忘通知タイプ] リストから、 [申請] をクリックします。 

 [次へ] をクリックします。 
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5.  [条件] ステップで次の操作を行います: 

 [データ オブジェクト] リストの [申請] をクリックします。  

 [フィールド/値] リストの [ユーザーによる確認] をクリックします。 

 [演算子] リストの [等しい] をクリックします。 

 [フィールド/値] リストの [いいえ] をクリックします。 

 

6. [完了] をクリックします。 

処理者： コメント フィールドの機能拡張 

概要 

従来は、申請が承認者の順番待ちに入ってしまうと、処理者はコメントの追加や編集ができませ

んでした。本リリースより、申請が承認待ちに入っても処理者が [コメント] の追加や編集がで

きるようになりました。 

ユーザーへの表示 

ユーザーへの表示に変更はありません。 

設定および有効化  

この機能は自動的に有効化されます。有効化したり、設定を行う必要はありません。 
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Expense との統合: 経費精算レポートと申請の関連 

概要 

本リリースより、申請が経費精算レポートに関連する、または関連しないことを定義できるよう

になりました。新しいポリシー設定 [レポートに割り当て可能] は、 [なし]、  [1]、  [無制限] 

の中から値を選ぶことによって、何件の経費精算レポートが申請に関連してもよいかを示すこと

ができます。  

NOTE:  一部のお客様は、コーポレート カードの使用申請や、コーポレート カードの限度額変

更、あるいは社内研修への出席など、非金銭的目的で申請を使用しています。こういっ

たケースでは経費精算レポートを必要としません。 

目的と利点 

申請と経費精算レポートの関連を定義し、管理しやすくなります。  

ユーザーへの表示 

以下のエリアから申請を経費精算レポートに関連付けることができます:  

• 申請リスト（[申請] ＞ [申請の表示]） 

• [My Concur] の [アクティブな作業] セクションの [申請] タブ 

• 経費精算レポート内の [利用可能な申請] ウィンドウ 

新設定によって、この 3 か所の表示が変わります。 
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[申請リスト] （[申請]）および [アクティブな作業] （[My Concur]） 

従来は、申請が承認されて経費精算に関連づける準備ができた時に、 [申請リスト] と [アクテ

ィブな作業] セクションに  アイコンが表示されていました。 

 

 

本リリースより、申請が承認された時と次の場合にアイコンが表示されるようになります:  

• [レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [無制限] に設定された時 

- または - 

• [レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [1] に設定され、かつ、まだ経費精算レポ

ートに関連していない時 

[レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [なし] に設定されている時は、  アイコンが表

示されません 
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利用可能な申請（Expense） 

従来は、経費精算レポートを作成したり編集したりする時に [経費精算レポート ヘッダー] ペー

ジの [申請] セクションの [追加] をクリックすると、すべての利用可能な申請が表示され、ユ

ーザーが選択できるようになっていました。 

 

本リリースより、申請が承認された時と次の場合に申請が表示されるようになります: 

• [レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [無制限] に設定された時 

- または - 

• [レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [1] に設定され、かつ、まだ経費精算レポ

ートに関連していない時 

[レポートへ割り当て可能] のポリシー設定が [なし] に設定されている時は、リストに申請が表

示されません。 

代理人とプロキシ 

この設定は代理人のプロキシ ユーザーにも適用されます。 
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設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur が下記の設定と有効化を行います。 

 [レポートに割り当て可能] フィールドにアクセスするには:  

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [申請ポリシー] （左側メニュー）の順にクリックします。  

2. いずれかの操作を行います:  

 目的のポリシーをクリックして [修正] をクリックします。 

- または - 

 目的のポリシーをダブル クリックします。  

[申請ポリシーの修正] ページが表示されます。 
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3.  [全般] ステップで以下のうちいずれかを [レポートに割り当て可能] リストから選択

します:  

 無制限 

 1 

 なし 

4. [次へ] をクリックします。 

5. [申請ポリシーの修正] ページの残りのステップでは、[完了]  まで [次へ] をクリック

し続けます。 

設定のヒント - [レポートに割り当て可能] が [なし] に設定されている時 

申請タイプの中には、経費精算レポートに関連させたくないものもあります。たとえば、ユーザ

ーがコーポレート カードの使用申請をしたり、コーポレート カードの限度額を変更したり、社

内研修に参加したりする場合です。 

こういったケースでは、申請終了日が過ぎたらすぐに申請を自動的に終了させることができます。

それには、 [申請がアクティブな日数] フィールド（[申請ポリシー] にあります）を 1 に設定し

ます。そうすると申請は申請の終了日または最終申請の 1 日後に自動的に終了します。  
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仮払申請： 新しいフォームとフィールド 

概要  

Request で仮払申請に使用されるフォームとフィールドは Concur Expense で設定されます。

本リリースより、フィールドを追加したりフィールドのアクセス権を付与したりなどの修正がで

きる仮払申請フォームが Expense に登場しました。 

 

 詳しくは、1 月の Expense リリース ノートおよび設定ガイド「Expense: Cash 

Advance」 をお読みください。 

設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur が下記の設定と有効化を行います。 

 新しいフォームとフィールドにアクセスするには： 

1. [管理] ＞ [Expense 管理] ＞ [フォームとフィールド] （左側メニュー）の順にクリッ

クします。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2014/CTE_RN_2014_01_CLIENT_final-jp.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Cash_Advance.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Exp/Exp_SG_Cash_Advance.pdf
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2. [フォーム タイプ] リストから [仮払申請] をクリックし、必要な変更を加えます。 

場所のインポート: ジオコードのための新フィールド 

概要  

場所のインポートを改良し、2 つの新しいフィールドを設けました。レコード タイプ 220 と

230 に以下のフィールドが追加されました:  

• [予備フィールド 3] が [経度フィールド] になりました。 

• [予備フィールド 4] が [緯度フィールド] になりました。 

目的と利点 

カスタムした「場所」にジオコード情報を追加することができます。 

設定および有効化 

これらのフィールドを場所に組み込むには、 フィード/データ ファイルをインポートします。こ

の作業は Expense 管理者と行います。 
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 詳細は「Expense – Import and Extract Specifications」の「Chapter 2: Locations 

Import V2」をご参照ください。 

場所:  1 月からメンテナンス更新を開始します。 

概要 

Concur による「場所」の自動更新を受ける設定にしているお客様には、1 月と 2 月のリリース

日の間（1 月 17 日～2 月 7 日）にシステムに約 40,000 件の新しい [場所] が表示されるよう

になります。メンテナンス更新を受けたくないお客様は、更新が行われる前に自動更新機能を無

効にする必要があります。 

【重要事項】- 場所を追加させないようにするには、サイト設定を更新してください。 

会社の [場所] を変更したくない場合は操作が必要です。 

自動更新を無効にするには場所の管理者が [場所] の [設定] タブ（[管理] ＞ [Request 管理] 

＞ [場所]）にある [場所の自動更新を許可する] のチェック ボックスを空欄にする必要があり

ます。  

 

チェックを外しておけば今回および今後のサービス リリース時に会社の [場所] リストが自動更

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。   

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_2_Locations_Imp_V2.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SPECS/Spc_Exp/ExpIESpc_Chp_2_Locations_Imp_V2.pdf
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! 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。 

Concur の更新によって管理される「場所」（国連 LOCODE リストに基づく）をお客様が修正

することはできません。場所の更新を受けるよう設定されたこの期間にお客様が追加または更新

した場所はすべて Concur メンテナンスの対象としてマークされます。場所の管理者は、場所

のアクティブ化および非アクティブ化ができます。その他のアクションはできません。    

Concur がメンテナンスする「場所」 - 管理者への表示 

場所の管理者が作成した場所に対しては、すべてのアクションが許可されています。ただし、 

Concur の更新対象の場所はアクティブ化および非アクティブ化のみに操作が制限されています。

その他の操作はできません。場所に対する変更のインポートは許可されません。 
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よくある質問 

Q. 私の会社では既定の「場所」にかなり変更を加えたため、 Concur に更新されると困るので

すが。 

A. 場所の自動更新設定を無効に（チェックを外す）すれば、 Concur から場所の更新を

受けないようになります。（この設定は 6 か月前からありますので、すでに無効にされ

ているかもしれません） 

Q. 会社が追加した「場所」はどうなるのですか？ 

A. お客様の追加した「場所」はいずれも変更されません。これまでと同じようにユーザ

ーが利用することができます。  

国連の「場所」と全く同じ場所コードを使った都市が追加されている場合、本当に同じ

場所かどうか確認できないため、 Concur はその場所を追加しません。お客様のデータ
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ベースに既に存在しているレコードは、今後もお客様固有の「場所」であり、 Concur 

のメンテナンス対象にはなりません。 

Q. Concur のメンテナンス対象の「場所」に他の名前が必要な場合はどうしたら良いですか？ 

A. 場所の別名を提供するため、 Concur は国連 LOCODE の他にも複数のデータソース

を使用しています。 

たとえば、日本の場所コード JPTYO には Tokyo、 東京、ﾄｳｷｮｳ という名前があります

し、フィンランドの場所コード FISIP には Sibbo、 Sipoo、 Sibboviken、 

Sipoonlahti という名前があります。 

ユーザーが使用したい都市名が含まれていない場合は、リストにその名前を追加するよ

う Concur にご連絡ください。 

Q. 今回 Concur のメンテナンス対象になった「場所」に以前、別名をつけましたが、その名前

はどうなりますか？ 

A. 会社が修正したすべての「場所」は会社固有のものとしてマークされ、 Concur のメ

ンテナンス対象にはなりません。それらのレコードは更新されません。 

Q. Concur から提供される「場所」を非アクティブにしている場合はどうなりますか？ 

A. その「場所」のレコードは Concur が別名や都道府県情報などの情報を更新しても、

非アクティブのままです。 

Q. Concur のメンテナンス対象となっている会社の所在地（都市）が適切ではありません。ど

うすればよいでしょうか？ 

A. Concur のメンテナンス対象となっている特定の「場所」が会社の業務目的に合わな

い場合は、その「場所」をまず非アクティブにしてください。次に、会社のために必要

な正しい情報を持った新しい「場所」を作成します。事業施設のある都市や、ユーザー

が頻繁に出張する都市でこういったケースが考えられます。   
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たとえば、会社がアメリカの出張手当を使用している場合、レートはその「場所」の郡

（行政区域）に基づいて割り当てられます。複数の郡にまたがる都市の数は少ないため、

その都市に割り当てられた郡と施設が配置されている郡が正確に一致しない場合があり

ます。 

 場所の作成と管理についての情報は、設定ガイド「Shared: Location」をお読みくださ

い。 

設定および有効化 

追加設定や有効化を行う必要はありません。 

代理店管理のセグメント: 削除の防止 日本では対応していません 

概要 

従来、 Concur は次の場合に申請情報の更新を受け取るようになっていました:  

• [旅行代理店のオフィス] ツール（[管理] ＞ [Request 管理] ＞ [旅行代理店のオフィ

ス]）の [申請でオフライン PNR を受領済] 設定が有効になっている場合 

- または - 

• Web サービス（API）からの出張情報を許可している場合。たとえば、代理店の提案機

能など 

上記に当てはまる場合、 Concur が代理店からの申請の更新を受け取る際に、代理店によって予

約されたセグメントがすべて元の申請から削除され、更新されたセグメントに置換される仕様に

なっていました。これは、フライトや鉄道、車、ホテルなどのような標準的なセグメントには目

的に適っており信頼性の高い仕様です。  

ところが保険や査証などのように、取得した旅程や Web サービスによって削除したくないセグ

メントもあります。そのようなサービスをサポートするため、新しいポリシー レベルの設定を

使って更新処理でセグメントを削除しないようにすることができます。  

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/SG_Shr/Shr_SG_Locations.pdf
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このポリシー レベル設定を使用すると、 TMC は適切な申請情報を受け取り、元の申請のセグメ

ントはそのまま残ります。 

目的と利点 

申請の一貫性と正確性を維持します。 

ユーザーへの表示 

自動的に削除された特定のセグメントは、特に手動操作することなく表示されます。 

設定および有効化 

この機能をご利用になりたいお客様は、Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

Concur が下記の設定と有効化を行います。 

 新機能 [代理店の更新から除外] にアクセスするには:  

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [申請ポリシー] （左側メニュー）の順にクリックします。  

2. いずれかの操作を行います: 

 目的のポリシーをクリックして [修正] をクリックします。 

- または - 

 目的のポリシーをダブル クリックします。  

[申請ポリシーの修正] ページが表示されます。 



 

Concur リリース ノート ページ 32 Request 

2014 年 1 月 

最初の投稿: 

 1 月 16 日木曜日 04：30 PM（太平洋標準時）  お客様向け - 最終版 

3.  [セグメント] ステップで、保険や査証など、目的のセグメント タイプの [代理店の

更新から除外] の列にあるチェックボックスを選択（有効化）します。 

 

NOTE: [申請でオフライン PNR を受領済] の機能と [TMC の提案] のどちらもこれを

サポートしていないため、 TMC に（E メールで）受信させたいが TMC からは

受け取りたくないというすべてのセグメント タイプを選択します。 

会社からのお知らせ: 従業員グループごとの設定が可能 

概要 

本リリースより、会社からのお知らせメッセージをグループごとに設定することができるように

なります。特定のグループに向けた情報を提供できます。たとえば、セールス グループのユー

ザーにのみセールス関連の情報を表示します。  

これを実現するため、 [会社からのお知らせ] ページに必須のフィールド [適用先] が新しく設

けられ、その情報を表示するべきグループを選択できるようになりました。 
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NOTE:  [会社からのお知らせ] ロールは今後も [グローバル] のロールとして残ります。このロ

ールは、グループに対して [会社からのお知らせ] エリアに投稿することのみが許可され

ています。 

目的と利点 

特定のメッセージを特定のグループのユーザーに直接表示することができるようになります。 

NOTE:  リリース日に既存のメッセージはすべてグローバル グループに割り当てられます。リ

リース後に既存のメッセージにアクセスし、必要に応じて目的のグループに割り当てて

ください。   

ユーザーへの表示 

自分のグループに対して設定された会社からのお知らせが表示されます。 
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管理者への表示 

NOTE:  会社からのお知らせ機能を使用しているすべての Concur 製品にこの変更が適用されま

す。次の例は Request のプロセスを示しています。 

 グループに固有のメッセージを作成:  

1. [管理] ＞ [Request 管理] ＞ [会社からのお知らせ] （センター ページ）の順にクリ

ックします。 

2. 通常通りにメッセージを作成します。ユーザーガイド「Shared: Company Info」を参

考にしてください。 

3. [適用先] リストでいずれかの操作をします: 

 1 つまたは複数のグループをクリックします。  

 全グループにメッセージを表示したい場合は [グローバル] をクリックします。  

設定および有効化 

この機能は自動的に有効化されます。有効化したり、設定を行う必要はありません。 

Cognos バージョン 10.2.1 にアップグレード 

Congnos がバージョン 10.2.1 にアップグレードします。このアップグレードによって既存の

機能に影響することはありません。新機能の追加と既存の機能の拡張です。 

 詳しくはリリース ノート Concur Analysis / Intelligence をお読みください。（注: 

2014 年 1 月 21 日現在、リンク先のドキュメントはドラフト版です。最終版が公開され

次第、差し替えます） 

 

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Docs/_Current/UG_Shr/Shr_UG_CompanyInfo.pdf
http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/Current_jp/ReleaseNotes_Exp/2014/COG_2014_01_all_DRAFT-jp.pdf
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翻訳: ** 予告 ** ドイツ語のテキストが変更されます 

概要 

2 月のリリースでドイツ語のテキスト ストリングが更新されますのでご注意ください。

'Request' の対訳が 'Anforderung' から 'Antrag' に変更されます。 

設定および有効化 

追加設定や有効化を行う必要はありません。 
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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。 

 

 


