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簡単3ステップで REMOでのポスターセッションに参加可能！

Event Guide for 
Remo Attendees

必ず一読ください

Step1
Remoユーザー登録

Step2
討論会実行委員からの
招待メールからログイン

Step3
オンラインポスターセッション

をお楽しみください
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錯体化学会第70回討論会オンラインポスターに関する研究
Researches on Online Poster in the 70th Conference on JSCC 
(錯体大学) 錯体太郎・化学二郎 （Sakutai Univ.） Taro Sakutai, Jiro Kagaku

Introduction Experiments

Results and Discussion Conclusion

・Is the online poster really possible? ・Tool

Event Guide for 
Remo Attendees

必ず一読ください

・Online poster via Remo was successful
・Interactive discussion was found on the Whiteboard
・It is better to pre-check the connection
・XXX
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Step１【全体向け】Remo登録方法

p Remo Website https://remo.co/

Event Guide for 
Remo Attendees

必ず一読ください

ここからユーザー登録してください

＊Gmailアドレスも登録可能です

p Remoの登録名（ログイン後画面から変更可能）

＊重要
RemoのFull nameは以下のように設定してください

右上「丸アイコン」
もしくは

左上「三重線」をクリック
↓

・ポスター発表者 ：「P_フルネーム（所属）」
例：P_化学太郎（錯体大学）

・聴講者：「フルネーム（所属）」
例：化学花子（錯体大学）

「My Profile」から変更可

＊重要
発表者はアイコンを設定しないでください
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発表申込前や討論会本番前に、Remo を
体験できる機会をつくります。

日程などは錯体化学会ニュースや討論会
HPで随時案内します。

https://remo.co/


Step２【全体向け】Remoを始める前に

Desktop/Laptop Compatibility

8

重要

Smartphone Compatibility

9

PCの利用を推奨します。

p 動作環境確認 (Important)
PC

Smart phone (Tablet is not available)

p 接続テスト (Important)

https://remo.co/mic-cam-test/

p 招待メール

招待メールから「Accept Invitation」すると
会場に入れるようになります。

＊重要 Important
招待メールは迷惑メールに振り分けられる
可能性がありますのでご注意ください

z

z

z
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＊Chromeの利用を推奨します
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https://remo.co/mic-cam-test/


Step３【全体向け】ポスター会場のご案内①

企業
ブース

企業
ブース

ポスターゾーン
・１Table＝１Poster board
・「General Table」にはそのフロア全てのポスター
が掲示されます

企業ブース
・企業出展もありますのでご利用ください

ポスター会場のイメージ

発表者 参加者 参加者 参加者

ポスターゾーン

企業名 企業名

企業名

フロア選択
・一つの会場は複数個のfloorにより構成されていま
す。別のFloorに移動したい場合は左端にある
「Floor」から移動してください。
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p 移動について
・まずはご自身のアイコンがどのテーブルにいるか
ご確認ください（登録名の頭文字が表示されます）

・入りたいテーブルをダブルクリックするだけで移
動可能です。

会場からログアウトせずにブラウザのタブを閉じてし
まうと重大なトラブルが発生します。もしタブを閉じ
てしまった場合はブラウザを強制終了してください。

＊注意 Caution
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Step3【全体向け】ポスター会場のご案内②

企業
ブース

企業
ブース

ポスター会場のイメージ

発表者 参加者 参加者 参加者

ポスターゾーン

企業名 企業名

企業名
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Step３【全体向け】発表について

【聴講者向け】

＊(重要) ポスター発表は各テーブルごとに使える「Whiteboard」機能を用いて行います

円滑な議論のためにカメラ、マイクはONを推奨します
Use of Camera and Microphone is strongly desirable

チャット機能も利用可能です
Chat function is also available

＊聴講したいポスターテーブルに入ったら、まず「Whiteboard」を開いてください。ポスターが見られます。

・ホワイドボード内の画像などはご自身のPCで拡大縮小が可能です。

・Poster Tableに参加する際には口頭やチャットなどで発表者とコミュニケーションをとることを推奨します。

・テーブルは最大6名なので用のないポスターに長居すると他の方の迷惑になりますのでご遠慮ください

z
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【ポスター発表者向け】ポスター準備と発表方法

p ポスターはA0の「横向き」で作成してください。

p ポスターの画像ファイル(pdf, jpeg, tiffなど)を
「Whiteboard」に掲示してください

発表者

参加者

参加者

参加者

参加者
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Results and Discussion Conclusion

・Is the online poster really possible? ・Tool

Event Guide for 
Remo Attendees

必ず一読ください

・Online poster via Remo was successful
・Interactive discussion was found on the Whiteboard
・It is better to pre-check the connection
・XXX
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p 他人がダウンロードできないように貼り付けた
画像を選択し、必ず画像をロックしてください。

p ご自身が発表するFloorの「General Table」に
も同様にポスターを貼り、画像をロックしてく
ださい。

p トイレなどで席をはずす場合はテーブルチャット
などを残しておくことを推奨します。

ロック手順 How to Lock

◎ ロック状態 Locked state
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1. ポスター発表はWhiteboard上で行います！

2. 各フロア内のGeneral tableでフロア内全てのポスターを見られます！

3. カメラONで顔の見えるディスカッションを！

4. 積極的にテーブル・フロアを移動し色々なポスターを聞きましょう！

5. テーブルに着いたら明るく挨拶しましょう！

6. 同じテーブルに長時間滞在することは控えましょう！

オンラインポスターを楽しむための６ケ条！！
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