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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 として知られている

もので、以前は出張申請と呼ばれていましたが、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: 

• 近日利用可能: Concur のユーザー エクスペリエンスの進化 

• 申請から出張: 利用可能 

• ホテルの場所詳細フィールドを拡大 

• 代理店の提案: 提案の有効期限を追加 

• ワークフローと監査ルール: 代理店オフィス フィールドを更新 

• オフライン/オンライン ポリシーを強制: 出張申請の旅程ページ 

• オフライン/オンライン ポリシーを強制: 監査ルールとワークフロー ルールに [予約ポ

リシーを無視] フィールド 

• 承認済申請の承認期限表示を廃止 

• 1 件の経費精算レポートに関連する申請の数を制限する新しい設定 

• サイトのタイムアウト警告 
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リリース ノート 

** 近日利用可能 ** Concur のユーザー エクスペリエンスが進化します - 

Professional 版 

概要 

ビジネスの変化によって、組織やエンド ユーザーには常に高い基準のエンタープライズ ソリュ

ーションが必要になります。その多くは、直感的で操作が易しく、統合されていて効率的に業務

ができるものが望まれます。Concur はこれまで世界 2 万以上のお客様のために最高の Travel、

Expense、Invoice、および関連ソリューションを提供するために尽力してきました。現在、こ

うした課題に応えるための強固な基盤を構築しています。   

Concur ユーザー エクスペリエンスの進化は、3 つの主な目標を達成する重要な取り組みで

す。   

• ユーザーエクスペリエンスを洗練させ、会社のポリシー強化機能を維持しながらもエン

ドユーザーが使いやすいアプリケーションにすること。   

• 組織への影響とお客様による変更管理を最小限に抑えながら、Concur 製品の最大の利

点をもたらす機能を実装すること。  

• Web とモバイル デバイス製品すべてに快適な操作ができる魅力的なユーザー インター

フェースを実装すること。 

Concur の目標は、お客様それぞれのニーズを満たすべく、製品のユーザー エクスペリエンスを

向上し続けることです。技術と競争力を持った推進ツールは内部戦略の鍵であり、また企業の技

術革新を後押しします。Concur はお客様に最適なソリューションの提供を推進するため、ニー

ズに応えるインターフェースを改良し続けます。ユーザー エクスペリエンスの進化は 2014 年

に開始し、現在もお客様とのより良いパートナーシップのために鋭意継続中です。 
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影響を受ける指定製品ラインは以下の通りです: 

• Travel (Standard, Professional) 

• Expense (Standard, Professional, Small Business) 

• Invoice Management (Standard, Professional) 

• Request (Professional) 

• TripLink   

主な特徴と機能拡張は次の通りです: 

• 簡単操作に改良されたホーム画面と Expense ページ、およびユーザー視点で洗練され

たアプリケーションのルック&フィール  

• 合理的な出張サマリー、予約、ワークフロー プロセス 

• Travel、Expense、Invoice を含むすべての製品ラインに一貫した用語とアイコン  

• 機能などを論理的にグループ化したダッシュボードのデザインと、完了までに必要なポ

ップアップやページ数を最小限に抑えたタスク 

• ユーザーにとって重要な数値指標や、その他の有益な情報をもたらす正確な統計セクシ

ョン 

• 定義が明確で分かりやすいアクション、アラート、通知 

• 同じページに主要機能を組み合わせ、経費と領収書のスマート一致を大幅に改善 

• ヘルプやサポート、およびその他の重要なリソースへの簡単なアクセス 

スケジュールおよびアクティブ化 - Professional 版 

早期導入が承認されたお客様向けに、新 UI の実装を 2014 年 8 月に開始します。一般リリース

は 2014 年 10 月に開始し、2015 年の初めまで実施する予定です。一般リリースのお客様は、

この期間中に新インターフェースと関連の変更点をプレビューすることができます。  

ユーザーが新 UI に慣れ、会社に導入していくためのオプションをいくつかご用意しています: 

• 管理者 
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• 選択したユーザー 

• グループ/出張クラス 

• 会社全体 

これらのオプション、およびユーザーが新 UI を使用するのに必要なロールやアクセス許可につ

いては後述します。 

NOTE: 新 UI をご利用いただける時期が近づいたら、タスクの完了方法について詳しい情報

（および画面サンプル）を公開します。  

管理者 

管理者は自分のインターフェースを現行のものと新 UI で切り替えることができます。新 UI を

使用するのは管理者だけで、その他のユーザーは影響を受けません。この方法で、他のユーザー

に使用させる前に管理者が新 UI について学んでおくことが可能です。 

対象者 

管理者ロール/アクセス許可がある場合、 管理者は [管理] メニューにアクセスして自分

自身の UI を新旧切り替えることができます。 
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選択したユーザー 

管理者は、新 UI を選択した個々のユーザー、たとえば管理アシスタントやパワー ユーザーに使

用させることができます。後に UI を移行する時、そのユーザーが他のユーザーを支援します。 

対象者 

管理者ロール/アクセス許可がある場合、管理者は左側メニューの [ユーザーのアクセス

許可] オプションにアクセスして個々のユーザーの UI を新旧切り替えることができま

す。 

 

グループ/出張クラス 

管理者は、選択したユーザーのグループに対して新 UI を有効にすることができます。これを使

用すると、最初にある部門やグループに新 UI を導入してから徐々に展開することができます。 

対象者 

 Enpense、Invoice および Request では、管理者が従業員グループごとにアクセス

許可を付与できます。管理者は次のうちいずれかのロールを持っている必要があり

ます: 

• グローバル レベルに割り当てられた経費構成管理者 
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• グローバル レベルに割り当てられた支払請求構成管理者 

• グローバル レベルに割り当てられた申請構成管理者 

 Travel では、管理者がグループごとにアクセス許可を付与できます。左側メニュー

の [ユーザーのアクセス許可] オプションへのアクセス権があれば、適切なアクセス

許可をグループまたは出張クラスに割り当てることができます。 

会社全体  

管理者は、すべてのユーザーに対して新 UI を有効にすることができます。 

対象者 

 Enpense、Invoice および Request では、管理者が従業員グループごとにアクセス

許可を付与できます。管理者は次のうちいずれかのロールを持っている必要があり

ます: 

• グローバル レベルに割り当てられた経費構成管理者 

• グローバル レベルに割り当てられた支払請求構成管理者 

• グローバル レベルに割り当てられた申請構成管理者 

 Travel では、管理者が出張構成ごとにアクセス許可を付与できます。管理者は 

Travel システム管理者のアクセス許可を持っている必要があります。 

【重要】 

複数の Concur 製品を使用していて、複数の管理者がいる場合、望む結果にするためには管理チ

ーム間での調整が必要です。上記の方法いずれかによってある管理者がアクセス許可を付与した

場合、そのユーザーがアクセス権を持ってしまうことに注意してください。  

たとえば、会社が Concur Travel & Expense を使用しているとします。経費管理者は個別のユ

ーザーを選択してアクセス権を付与しようとしており、一方、出張管理者は出張クラス全体にア

クセス権を付与しようとしています。結果、経費ユーザーでもある出張クラスのユーザーすべて

が、Travel & Expense UI 全体にアクセスを持つことになります。 
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リソース  

こちらのリンク先でご確認ください: 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates  

このページでは新インターフェースの外観、変更点、ビジネスへの影響について情報を提供して

います。また、ここからフィードバックを送信することができます。 

今後、情報発信やウェビナー、動画などを追加していく予定です。また、標準のサポート チャ

ンネルとソーシャル メディアから情報を受信したりフィードバックを送ることもできます。  

新機能: 申請から出張 

概要 

Travel と Request を使用しているお客様は、この [申請から出張] を使うと、情報を再入力し

たり承認プロセスを追加することなく、承認済みの申請から直接出張を予約することができます。  

以下の機能が含まれます: 

• 新しい申請ワークフローのステップ名は [承認済 - 予約保留中] です。申請ワークフロ

ーの最後に使用して、ユーザーが Travel で出張の予約をすることができるステップで

す。 

• 新しい申請ステータス名は [承認済 - 予約保留中] です。[承認済 - 予約保留中] ステッ

プを含むワークフローに使用します。申請が完全に承認され、 Travel で予約する準備

ができていることを明確に示します。 

• [申請を表示] ページの [アクション] 列に、ユーザーを Travel に移動させる [予約] と

いうリンクが表示されます。[承認済 - 予約保留中] ステータスの申請でこのリンクが利

用できます。 

• [承認済 - 予約保留中] の申請に[予約] アクション ボタンが表示されます。 

https://www.concur.com/en-us/introducing-concur-user-experience-updates
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• [申請を表示] ページの [予約] リンクをクリックするか、申請の [予約] ボタンをクリッ

クすると、 [出張申請の旅程] という新しいページが表示されます。[出張申請の旅程] 

ページには旅程がリストされており、ユーザーが Travel に移動する前に必要なフィー

ルドの入力を促します。ユーザーがこのページを完成させると、 Travel は予約するべ

き適切な出張セグメントを検索して表示します。 

• Travel では出張にこれ以降の承認を要求しません。また、会社の出張ポリシーと照らし

合わせることもありません。  

業務目的とユーザーへの利点 

短い承認期限で効率的な事前承認、予約プロセスを可能にします。 

また、実際に予約する前に承認を済ませることによって、即時購入を支援します。 
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ユーザーへの表示 

申請ワークフローの承認ステップの後、ユーザーに対する申請ステータスは [承認済 - 予約保留

中] と表示されます。[申請を表示] ページには、[アクション] の列に [予約] リンクを表示しま

す。 

 

または申請ページに [予約] ボタンを表示します。 

 

ユーザーが [予約] をクリックすると、[出張申請の旅程] ページに移動します。  

NOTE: [予約の切り替え] は適用されません。出張はすべて Concur Travel で予約する必要が

あります。 今後の機能強化で、その他の予約モードをサポートする予定です。 
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左側の小さなボックスに申請の主な情報がまとめられています。入力すべき必須フィールドがな

ければ、[予約を続行] をクリックします。 

 

NOTE: 今後の機能: 出張申請の旅程ページで [次から表示しない] を選択できるようになる予定

です。未入力の必須フィールドがなければ、画面はそのまま Travel に遷移します。  

入力するべき必須フィールドがある時は、[出張申請の旅程] ページでフィールドがハイライト

されます。 
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フィールドを入力して [予約を続行] をクリックします。出張の検索ページが表示されます。  

 

申請で定義されたサービスを 1 つずつ選択しながら予約プロセスを完了させるようユーザーを導

きます。 

NOTE:  現在のところ、予約の際に検索基準をユーザーに表示していますが、今後、予約を承認

済みのものだけに制限するよう検討中です。この件についての提案を Solution 

Suggestion に是非お寄せください。  

最後まで進んだら、承認済としてマークされたすべての予約を確認します。 

この段階で自動的に申請が更新され、 [承認済 - 予約保留中] ステップが完了します。申請に次

のワークフロー ステップがある場合は、次のステップに進みます。  
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設定およびアクティブ化 

この機能は Travel と Request を統合しているお客様にご利用いただけます。Request 管理者

がアクティブ化を行います。 

申請ポリシー セグメント 

申請には出張に関連したセグメントと関連していないセグメントの両方を含めることができます。 

承認済の申請から予約を行う際は、4 つの主な既定の申請セグメント タイプ（空路、鉄道、レ

ンタカー、ホテル）で定義された旅程のみが予約処理されます。 

新しい旅程で申請を更新する時、既定の申請セグメントが新しいセグメントに置換されます。出

張に関連しないセグメントはそのままです。 

Request 管理者は、関連する申請ポリシーにおいて 4 つの主な既定の申請セグメント タイプを

有効にする必要があります。  
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ワークフロー ステップ 

申請ワークフローのマネージャー承認の後に新しいステップを作成して [承認済 - 予約保留中] 

というラベルを付けます。 [ロール] を [申請ユーザー] に設定し、[初期ステータス] を [承認

済 -  予約保留中] に設定します。  

 

NOTE: このステップは、必ずすべての承認ステップの後におきます。[承認済 - 予約保留中] の

ステップはこれ以降必須の承認がないことをシステムに示唆しているためです。情報や

手続き上のステップ（承認者のステップや予算のステップ）は [承認済 - 予約保留中] 

の後におくことが可能です。 

出張ルール 

今後リリースされる予定のオプション 

この機能は今後のリリースで利用可能になります:  

TMC や出張マネージャーにとってシンプルなポリシー構成にするために、新しいルール アクシ

ョン [事前承認が必須] が利用できるようになります。   

• 承認済みの申請を元にしている場合、出張ルールを守っていないサービスに黄色の [予

約] ボタンが表示されます。 
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• 未提出の申請を元にしている場合や、予約から開始している場合は、そのようなサービ

スに赤い [予約] ボタンが表示されます。 

NOTE: 今のところ、[承認から出張] の機能を使用する時、[承認が必須] または [パッシブ承認

が必須] のルールを設定しないことをお勧めします。出張者には、出張が再び承認に向

かうかどうか分からないためです。 

ホテルの場所詳細フィールドを拡大 

概要 

出張旅程にリンクしたホテルセグメントにより詳細な情報を提供するため、[ホテルの場所詳細] 

フィールドを更新しました。2014 年 8 月のリリースから、[ホテルの場所詳細] フィールドには

次のようにフィールドを連結した最初の 100 文字が含まれるようになります:  

StartAddress/StartAddress2/StartCity/StartPostalCode/StartState/StartCountry 

この機能は、レンタカー セグメントのための既存の機能に対応します。  

業務目的とユーザーへの利点 

出張旅程に基づく申請のホテルセグメントに、より詳細な住所情報を提供します。 

設定およびアクティブ化 

この機能は Travel と統合した Request をお使いのお客様にご利用いただけます。  
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代理店の提案: 提案の有効期限を追加 

概要 

代理店の提案を比較するページに、それぞれの提案の承認期限日を表示するよう更新しました。

また、リストにある提案の期限が切れている時は、説明のツールチップを表示します。  

ユーザーへの表示 

[提案比較画面] に有効期限日が表示されます: 

 

ユーザーは有効期限の切れた提案を選択することはできません。選択ボタンをクリックしようと

すると、提案の有効期限が切れていることを示すツールチップが表示されます。  
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業務目的とユーザーへの利点 

代理店の提案の時間枠が明確になります。  

設定およびアクティブ化 

この機能は代理店の提案機能をお使いのお客様にご利用いただけます。  

ワークフローと監査ルール: 代理店オフィス フィールドを更新 

概要 

従来は、監査ルールとワークフロー ルールの代理店オフィス フィールドはオフィス ラベルの代

わりに数字のオフィス キーを表示していました。キーは管理者がルールを保存して、確認のた

めに戻った時に表示されるようになっていました。2014 年 8 月のリリースでは、この問題が解

決しています。  

業務目的とユーザーへの利点 

監査ルールとワークフロー ルールで代理店オフィス ラベルではなくオフィス キーが表示される

問題を解消しました。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 



 

Concur リリース ノート ページ 19 Request 

2014 年 8 月 

英語版の投稿:  

8 月 21 日木曜日 10:00 PM 太平洋時間  Concur をお使いのお客様 最終版 

オフライン/オンライン ポリシーを強制: 出張申請の旅程ページ 

概要 

[オフライン/オンライン ポリシーを強制] 機能をお使いのお客様には、Concur Travel で予約し

なければならない旅程が申請に含まれている時に新しいページが表示されるようになります。ユ

ーザーは [出張申請の旅程] ページに移動し、 Travel でセグメントを予約する前にこのページ

で必須フィールドを入力します。 

 

必須フィールドを入力した後、[予約を続行] をクリックします。ユーザーは申請の出張セグメ

ントを予約するため、出張の検索結果ページに移動します。 

NOTE: 以前は、このページは [出張テンプレート] でした。今後のリリースで、ユーザーがこ

のページで [次回から表示しない] を選択できるようになる予定です。これを使うと、

必須の情報が欠けていない限り、このページをスキップすることができます。 

業務目的とユーザーへの利点 

検索の前に必須フィールドが正しく定義されていることを確認できるため、予約のために申請か

ら出張に移動しなければならない時、よりスムーズに作業することができます。  
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設定およびアクティブ化 

オフライン/オンライン ポリシーを強制する機能をお使いで、予約の切り替え基準のあるお客様

にはこの機能がオンになっています。 

オフライン/オンライン ポリシーを強制: 監査ルールとワークフロー ルール

に [予約ポリシーを無視] フィールド 

概要 

[オフライン/オンライン ポリシーを強制] を有効にしていて、ユーザーにポリシーを遵守するか

どうか決定させているお客様は、監査ルールとワークフロー ルールで [予約ポリシーを無視] フ

ィールドを使用することができます。    

 

業務目的とユーザーへの利点 

申請の予約をする際、要求されたワークフローにユーザーが従っていない時の可視性を高め、潜

在的に承認フローを調整します。 

設定およびアクティブ化 

データ オブジェクト [予約ポリシーを無視] は申請レベルの監査ルールとワークフロー ルール

で利用できます。 
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承認済申請の承認期限表示を廃止 

概要 

従来は、申請が完全に承認された後でも承認期限日が表示されていました。2014 年 8 月のリリ

ースでは、完全に承認された申請には承認期限日が表示されません。  

業務目的とユーザーへの利点 

承認済の申請のステータスを混乱することがなくなります。  

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

NOTE: 新しいプロセス [申請から出張] を使用している時、承認済みの申請から行われた出張予

約は自動的に確認されます。そのような出張の申請には承認期限日は表示されません。 
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1 件の経費精算レポートに関連する申請の数を制限する新しい設定 

概要 

Expense と統合した Request を使用しているお客様は、複数の申請を 1 件の経費精算レポート

に関連付けられるかどうかを設定できます。  

業務目的とユーザーへの利点 

申請とレポートとの関連付けが、さらに管理しやすくなります。  

設定およびアクティブ化 

この設定は、[Expense 管理] ＞ [サイト設定] ページにあります。 既定ではオン（選択）にな

っています。 
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サイトのタイムアウト警告 

概要 

セッションのタイムアウトが迫るとポップアップが表示され、ログインを延長することができる

ようになりました。  

これは従来のセッション タイムアウト設定を変えたものではなく、既存のページに新しく警告

ダイアログを追加して、タイムアウトが近づいた時にユーザーに延長を要求しているだけです。  

お客様やユーザーへの利点 

視覚や動作に障害のある方、および認知に制限のある方々は、コンテンツを読んだりオンライン 

フォームに記入するために多くの時間を必要とする場合があります。Web 機能が時間に依存し
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ていると、一部のユーザーにとっては制限時間の前に必要なアクションを実行することが困難で

す。また、サービスにアクセスできなくなる場合もあります。この機能によってユーザーはアク

ションを完了するための時間を延長することができます。  

ユーザーへの表示 

 

ユーザーが [延長する] を時間内にクリックすると、 Concur セッションが再開されます。セッ

ションのタイムアウト カウントダウンは再開します。   

カウントダウンの間にアクションしなければ、システムからログアウトし、ログイン ページに

戻ります。シングル サインオン（SSO)を使用する設定の会社では、会社定義のタイムアウト ペ

ージに戻ります。 

NOTE: お客様はタイムアウトの時間を 30～120 分の間に設定することができます。ポップア

ップはタイムアウトの時間内に現れ、セッション タイムアウトまで表示され続けます。 

設定および有効化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。  

任意の設定 
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NOTE: この設定は Concur が行います。設定を更新したい場合は Concur クライアント サービ

スにご連絡ください。 

必要に応じて、追加のセキュリティ レイヤーを有効にする場合があります。新しいアイドルタ

イムの時間設定は、このダイアログが表示されてからユーザーが [延長する] ボタンを押さなけ

ればならない時間を定義します。これは、フル セッションのタイムアウトから独立した時間で

す。 

NOTE: この設定は SSO をお使いのお客様には推奨しません。ユーザーが自分のログイン パス

ワードをよく知らない場合は、この設定を有効にしないでください。 

 

ユーザーが [延長する] をクリックしないまま時間を超えたときは、アカウントがロックされ、

現在のウィンドウから再認証するための入力フィールドが表示されます。   
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アカウントのロックを解除してセッションを再アクティブ化するには、パスワードを再入力して 

[送信] をクリックします。パスワード入力のためにもう少し時間が必要な場合は、 [延長する] 

をクリックして時間を延長し、再アクティブ化の作業を完了します。  

再アクティブ化のために正しいパスワードを入力する際、3 回失敗するとユーザーはログアウト

されます。  

セッション タイムアウトの時間内であれば、セッションは復元されます。セッション タイムア

ウトの時間が過ぎている場合は、ユーザーはログイン ページに戻ります。 
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推奨環境 

Internet Explorer 7 - 今後使用できません 

概要 

まもなく Concur は組織や変更管理への影響を最小限に抑えながら、豊かな経験を元にしたソリ

ューションを提供する機能を持った Web ベースのユーザー インターフェースに一新します。

この更新は、次の改善によってお客様からのフィードバックに応えるものです:   

• Concur 製品すべてのユーザー エクスペリエンスを洗練されたユーザー インターフェー

スによって強化 

• World Wide Web Consortium (W3C) と 1973 年の米国リハビリテーション法セクシ

ョン 508 の  2.0 AA に準拠 

• バックエンド技術を設計することにより、エンドユーザーへの影響を抑えつつ短期間で

変更し、将来の変更を行いやすくします。  

最初のステップは、デザインの再設計と主要な機能領域の基礎的な変更に焦点を当てたユーザー 

エクスペリエンスの進化です。http://www.concursolutions.com で提供するすべての製品が

新デザインのユーザー インターフェースになります。       

• すべての製品が利用者の視点に基づいた「ルック & フィール」アプリケーションへと洗

練されます。 

• 一貫性のある用語やアイコン、および Web とモバイル アプリ間の相互作用 

• 機能とタスクをグループ化し、プロセスを完了させるための主要ステップをページ内に

論理的に配置したダッシュボードのデザイン 

http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
http://www.hhs.gov/web/508/contracting/hhs508policy.html
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この更新は、最新の Web ブラウザテクノロジーを利用して、ユーザーに最高のユーザー エク

スペリエンスを提供します。そのため、新ユーザー インターフェースに移行すると IE 7 はサポ

ートされなくなります。最高の質で新 UI を体験するには、IE 10 以上、Google Chrome 

30.0 以上、Mozilla Firefox 25.0 以上の使用をお勧めします。  

ユーザーへの表示 

Internet Explorer 7 （IE7）で Concur にログインしたユーザーには、すべてのページの上部

に次のバナーが表示されます: Internet Explorer （7）のこのバージョンのサポートは 2014 年

12 月で終了します。アップグレードの方法を決定するには、Concur 管理者または IT 部門に連

絡してください。  

ユーザーは、ページの [閉じる] をクリックすれば非表示にすることができますが、このバナー

はその後のすべてのページに再び表示されます。 

 

設定およびアクティブ化 

自動的にオンになります。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

動作保証するブラウザについての月次情報 

現在動作を保証するブラウザ、または今後保証予定のブラウザは別途、月次リリース ノートに

てお知らせします。 

その他のリリース ノートやブラウザの動作保証については、この文書に記載されている別途リ

リース ノート、 Web セミナー、技術文書をお読みください。 
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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。 
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本リリースで修正された問題 

修正 

キー 概要 

TVR-4132 次のステップに進めない時でもオフライン PNR を Request にロードする 

 


