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概要 

【重要】 

本サービスは事前申請、 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、以前経費精算で提供されていた旧購買申請機能とは異なります。 
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リリース ノート 

事前申請 

SNCF Multipax が利用可能に 

概要 

事前申請を出張予約と統合済のお客様に対し、SNCF が提供する複数乗客の予約オプションが利

用可能になりました。この機能について以下に注意してください。 

• SNCF Multipax は「出張予約から事前申請へ」の処理に限りサポートされており、「承

認から予約」または「オフライン PNR + 事前申請」の処理のいずれにも対応していま

せん。 

• SNCF Multipax は出張予約単独の機能として、同様の利点および制限があります（たと

えば、最大 6 名の出張者まで、主な予約者が合計を支払う、など）。 

• Multipax での予約が完了すると、PNR（乗客名レコード）が乗客数と同じ数の PNR に

分割します。乗客ごとに 1 つの申請が作成され、対応する PNR で更新されます。  

• 出張予約と事前申請の統合版では、その他の複数乗客予約（他の鉄道会社、航空会社）

は現時点でサポートされていません。 

業務目的とユーザーへの利点 

この機能により、出張予約と事前申請の統合による利点を受けながら、同時に複数の乗客に対し

鉄道を予約する際に SNCF を使用できます。  

設定およびアクティブ化 

この機能は、SNCF 直接接続を有効化し、事前申請を出張予約と統合済のすべてのお客様に対し

利用可能です。  
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 さらに詳しい情報は、設定ガイド「事前申請: TMC 統合」、および「出張予約: SNCF 

Direct Connect Travel Service Guide」をご参照ください。 

サインイン ページの背景画像の更新 

概要  

本リリースで、サインイン ページの画像が新しい四半期の選択画像に更新されます。 

ユーザーへの表示 

現行の画像: 

01 - 横浜、日本 

02 - バンクーバー、カナダ 

03 - サンティアゴ、チリ 

04 - ベルリン、ドイツ 

05 - ヒューストン、アメリカ合衆国 

06 - エディンバラ、スコットランド 

07 - ソウル、韓国 

新しい画像: 

01 - ニューヨーク、アメリカ合衆国 

02 - イスタンブール、トルコ 

03 - メルボルン、オーストラリア 

04 - フィラデルフィア、アメリカ合衆国 
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05 - リオデジャネイロ、ブラジル 

06 - ミラノ、イタリア 

07 - ダラス、アメリカ合衆国 
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設定およびアクティブ化  

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 

「ブラウザを使用するユーザー」が CSV に限り利用可能 

概要 

経費精算、事前申請、請求書処理、出張予約 （Professional と Standard の両方）の管理者の

方は、[ブラウザを使用するユーザー] レポートをご利用いただけます。  

本リリースで、このレポートは CSV 形式に限り利用可能になります。 

この CSV ファイルには、[ログイン名]、[メール]、[名]、[姓、[最終ログイン日]、[IP アドレ

ス]、[ログイン回数]、[ブラウザ]、および [ブラウザ バージョン] のフィールドが含まれます。 

業務目的 

このレポートは、ユーザーが旧版またはサポートされていないブラウザを使用していないか管理

者に表示します。CSV は最も広く使用されているデータ形式です。 

管理者への表示 

 レポートを実行するには: 

1. [管理] > [会社] > [ブラウザを使用するユーザー] の順にクリックします。 
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[ブラウザを使用するユーザー] ページが表示されます。 

 

2. [Web ブラウザ] リストで、目的のブラウザおよびバージョンを選択します。 

3. [送信] をクリックします。 

4. ご自身のブラウザに応じて、適切な手順でファイルをローカルに保存します。 

設定およびアクティブ化 

この変更は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。 
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「イメージをアップロード」のリンクから直接「経費に添付できる領収書」へ移動可

能に 

概要 

Concur ホーム ページで、領収書をアップロードする既存のリンクがある方は（[新規] > [領収

書のアップロード]）から [経費精算] のメイン ページの [経費に添付できる領収書] セクション

に移動できるようになります。 

業務目的とユーザーへの利点 

この変更により、ユーザーは効率的に領収書をアップロードできます。 

ユーザーへの表示 

リンクの表示方法自体に変更はありません。 

 

設定およびアクティブ化 

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。 
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お客様へのお知らせ 

月次情報 - ブラウザの認証およびサポートされている構成 

Concur リリースノート - 月次のブラウザ認証ドキュメントには現在のブラウザ認証と今後の予

定がリストされています。ドキュメントはその他の月次リリース ノートとともに公開されます。 

 Concur Travel & Expense 推奨環境ガイドは設定ガイドやユーザー ガイド、その他の

技術文書とともに公開されています。 
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解決したケース 

 

ケース ID 説明 
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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 - 管理者 

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、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、Concur ヘルプにアクセスすることができま

す。 

 

Concur サポート ポータル - 選択したユーザー 

会社から指定されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、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、推奨環境などのドキ

ュメントにアクセスすることができます。 
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適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[ヘルプ] メニューに [サポートへ

のお問合せ] オプションが表示されます。[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリック

します。[サポート] ページで、[リソース] > [リリース/技術情報] をクリックしてください。 


