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一般社団法人資源・素材学会事務局 

 

 

資源・素材学会 春季／秋季大会用 
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参加者の皆様へ：Remo（レモ）ご利用の前に 

 

Remo とは：正式名称：Remo Conference。Webex や Zoom などと同様にオンライン会議が開催できる 

ツールです。会場がパーティー会場のようなテーブルセッティングになっており、参加者が 

自由に各テーブルを移動し、交流することが出来ます。 

公式サイト https://remo.co/ 

 

１．Remo ご利用前の事前準備 

・Remo はブラウザ上からアクセス可能です。アプリのインストールは必要ありません。 

・他に開いているカメラ/マイクを使用する会議ツール、不要なアプリがあれば必ず閉じてください。 

・不要なブラウザのウィンドウとタブは閉じてください。 

・安定したインターネットに接続してください。（wi-fi などの無線接続よりも有線接続の方が 

安定した接続が期待できます） 

・極力パソコンから接続・参加してください。なお、タブレット端末は非対応です。 

・お使いのパソコン環境で Remo に接続可能かを確認したい場合、上手く接続出来ない場合などは 

Remo 公式のシステム診断ツール(https://geartest.remo.co)で接続環境の確認が可能です。 

・推奨環境  

 
 

 

２．動作が安定しない場合の対応 

  Remo の動作が安定しない場合は、以下対応を 1 つずつお試しください。 

・テーブルを移動してみてください。(簡単な再読み込みが⾏われます。） 

・ページを再読み込みしてください。(URL の隣にある再読み込みマークをクリック) 

・一度「退出」ボタンをクリックして退室後、イベントに再入室してみてください。 

・一度「退出」ボタンをクリックして退室した後、ブラウザを再起動した上でイベントに 

再入室してみてください。 

 

 

https://remo.co/
https://geartest.remo.co/
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３．Remo アカウント作成方法 

Remo ウェブサイトのアカウント作成ページにアクセスしてください。 

https://live.remo.co/signup 

 

以下の画面にて、「氏名フルネーム（〇〇大学／〇〇社）」「ログイン用の E-mail アドレス」「ログイン

用の任意のパスワード」を入力し、「利用規約およびプライバシーポリシー」を確認・チェックをした

上で、「以下に同意」するにチェックをして「登録する」ボタンをクリックしてください。 

登録名は、必ず「氏名（〇〇大学／〇〇社）」としてください。 例：資源太郎（素材大学） 

なお、登録名は登録後も変更可能です。 

 

 
 

 

登録後、ログイン後の画面が表示されたらアカウント作成完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源太郎（素材大学） 

https://live.remo.co/signup
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４．プロフィール欄の編集方法（会場に入室後もプロフィールの編集が可能です） 

ブラウザからご自身のアカウントへログイン後、または Remo会場に入室中に画面右上の 

氏名アイコンをクリック→「プロフィール」をクリック 

 
 

以下画面の「編集」をクリックすると、「氏名」「自己紹介」「会社名」「役職」などの編集が可能です。 

会場でご参加者様を識別するためのプロフィール情報ですので（ご参加時、他の参加者が本ご登録情報を

閲覧可能となります）、可能な範囲で入力をお願いいたします。 
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５．基本的な操作方法 

●重要： 

１．Remo の会場URLにアクセスした際に、お使いのインターネットブラウザから 

「remo.com が次の許可を求めています：マイクを許可する／カメラを許可する」といった通知が

表示されますので、必ず両方「許可」をしてください。 

※ここで「ブロック」をクリックしてしまうと、会場内でマイクとカメラを起動できません。 

２．Remo に参加する際は必ずご自身の「カメラ」と「マイク」をオンにしてください。（いずれもオフ 

のまま参加されますと、テーブルに着席されていても他の参加者からは見えない状態となるため） 

 

参加者が Remo 会場に最初に入室した際は、空席に自動配置されますので、一時避難席ゾーンか、ご希望

のテーブルに移動してください。（最初の席に留まる必要はありません） 

移動希望先のテーブルにマウスカーソルを置き、マウスを「ダブルクリック」することでテーブル・席の

移動が可能です。 

ただし、テーブルには着席人数制限（最大 8 名）がありますので、テーブルの定員を超えている場合は、 

空席が出来るまでそのテーブルに移動・着席することは出来ません。 

 

●画面の見方について： 

 
 

① 操作メニュー：Remo上の操作メニューです。 

② 着席可能なテーブルと座席です。 

③ お助けテーブル：操作に困った時は「お助けテーブルゾーン」に移動後、チャット画面を開き 

「MMIJ 事務局」個人チャットにてサポートご希望の旨をお知らせください。 

④ 一時避難席：入室直後に意図せぬ席に着席してしまった、どの席に移動するかを時間をかけて検討し  

たい、席を離れて少し休憩したいなどの際には「一時避難席ゾーン」にご移動ください。 

➄ フロアリスト：ビルのようなイメージとなっており、階数を選択することで各階の移動が可能です。 

現在ご自身がいらっしゃる階は青反転で表示されます。今回の秋季大会イベントでは 

１～５階まで自由に移動可能です。 

⑥ プロフィール：ご自身のプロフィールの編集が可能です。 

① 

⑤ 

② 

⑥ 

③ 

④ 
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●操作メニュー説明： 

 

 

 
 

①  タイルビュー：他の参加者のビデオ画面を大きく並べて表示する事ができます。 

②  カメラのオン/オフの切替ボタンです。（▲マークを押すと他のカメラの選択が可能です）  

③  マイクのオン/オフの切替ボタンです。（▲マークを押すと他のマイクの選択が可能です） 

④  チャット：チャットウィンドウを開くボタンです。参加者全体や事務局、また特定の人に 

     プライベートなチャットを送受信する事が可能です。 

⑤  画面共有：自分の画面をテーブル内のメンバーに共有できます。大会では使用しません。 

⑥  ホワイトボード：同じテーブルに着席している人とホワイトボードを共有可能。 

今回はポスター発表で使用します。 

⑦  退出：イベント自体から退出するボタンです（テーブルからの退出ではありません←テープル 

移動は、移動したいテーブルにマウスのカーソルを置き、ダブルクリックしてください） 

 

 

●参加者情報を確認する方法： 

会場の各テーブルに着席している方のアイコンの上にマウスのカーソルを置くと、その方の氏名が確認

できます。また、アイコンをクリックすると、その方の詳細プロフィールを確認可能です。 

 

 
 

 

①   ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦ 
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６．当日の参加方法 

 

事務局からご案内する Remo の会場URLにアクセスいただくと、以下イベントページが表示されます

ので、イベント内容をご確認の上「イベントへ参加する」ボタンをクリックしてください。 

なお、「イベントへ参加する」ボタンは、イベント開場時刻になるまで表示されません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

以下画面が表示されたら、画面左側で使用する「カメラ」および「マイク」のテスト・状態チェック

が可能ですので、動作確認を⾏ってください（省略可）。 

 

画面右側「カメラ」と「マイク」を必ずオンにして「参加する」ボタンをクリックしてください。 

 

 
 

以下画面が表示されれば、会場への入室が完了です。 

最初に入室した際は、空席に自動配置されますので、一時避難席ゾーンか、ご希望のテーブルに移動して 

ください。（最初の席に留まる必要はありません） 

テーブル・席の移動は、移動希望先のテーブルにマウスカーソルを置き、マウスを「ダブルクリック」 

することで可能です。 
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●一般・若手ポスター発表 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 開催日：9 月 15 日（水）15:00～（開場時間 12:30 予定） 

15:00～16:00 に講演 ID 奇数の発表者， 

             16:00～17:00 に講演 ID 偶数の発表者による発表を実施 

※発表は目安 10 分×6サイクルの計 60 分です。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Remo 会場URL：大会プログラムＰ２～５に掲載 

 ポスター配置図：https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2021b/static/poster?lang=ja に掲載 

   【フロア１】地球・資源分野／環境・リサイクリング分野 

 【フロア２】プロセス・素材分野 

 【フロア３】環境・リサイクリング分野 

 

 

○ホワイトボード＜掲示ポスター＞の閲覧方法 

 

操作メニューの「ホワイトボード」をクリックしてください。 

 
 

下図のように「ホワイトボード」が立ち上がり、掲示されたポスターが閲覧できます。 

ホワイトボード上にマウスカーソルを置き、マウスのホイールボタンを転がす事で、掲示されている 

ポスターの拡大／縮小表示が可能です。 

また、以下赤枠部分をクリックする事でも拡大／縮小表示の操作が可能です。 

 

 

https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2021b/static/poster?lang=ja
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○発表時間のカウントについて 

ポスター発表中は、画面上部（以下赤枠部分）に、60 分のタイマーが表示されます。 

 

 
 

 

１件のポスター発表時間は目安 10 分×6サイクルの計 60 分です。 

10 分経過ごとに、以下の全体アナウンスが流れますので、ポスターの聴講者はキリが良いタイミングで 

次のポスターテーブルへご移動ください。 

なお、発表者はテーブル内の様子を確認しつつ、そのまま発表を続けてください（聴講者の入れ替わりと 

ともに、同じ発表を 6回⾏うイメージです）。 
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○発表者向け：ポスター掲示時間・準備すべきデータ 

 

発表方法：『Remo』の「ホワイトボード」機能を使用してポスターデータを貼付け、発表してください。 

ポスター掲示時間：ポスターは、9 月 15 日（水）12:30～15:00 の間に掲示してください。 

作成資料：若手・一般ポスター発表(ショート講演有)者は事前に以下データをご準備ください 

   ・9 月 15 日(水) 13:00～使用：ショート講演原稿（『Webex』にて PPT で 5 分の講演） 

・9 月 15 日(水) 15:00～使用：ポスターデータ（A3～A0などのサイズの１枚のデータ PDF， 

PPT，画像形式いずれかによる。動作安定のため、1MB 程度のサイ 

ズを目安に作成ください） 

  

  

○発表者向け：ホワイトボードへのポスター掲示方法 

Remo にログイン後、会場に入室の上、9 月 15日(水)12:30～15:00 の間にポスターを掲示 

 

操作メニューの「ホワイトボード」をクリックしてください。 

 
 

以下のように「ホワイトボード」が立ち上がりますので、 

   ホワイトボード左側のメニューの以下①「…」をクリック→②「upload」をクリックし、 

 

① 

② 
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続けて以下③「My device」をクリックすると、ご使用の PC のフォルダ一覧が表示されますので、 

ポスターデータを選択して開いてください。 

 
 

 

少し時間を置いて、ポスターデータが画像データに変換され、ホワイトボード上に貼り付けられます。 

※PDF，PPT，画像形式いずれも貼り付け可能ですが、PDF と PPT は１ページ目のみが画像データに 

変換され、ホワイトボードに貼り付けられます。 

 

 
 

 

③ 
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なお、質疑応答時の際に、以下の②蛍光マーカーペンを使用する事で、レーザーポインターのように 

ポスターのどの箇所について説明しているかを相手に示す事も可能です。 

但し、レーザーポインターとは異なり、ペンの筆跡が残りますが、③の「←」（戻る）ボタンを押して、

前の操作を取り消す（ペンの書き込みを消す）事ができます。 

 

 
 

 

 
 

★★★ 「若手ポスター発表賞」受賞者の決定・表彰式について ★★★ 

 

「若手ポスター発表賞」受賞者は当日 17時 30頃を目途に大会WEB サイトへの掲載、ツイッターならびに 

受賞者ご本人へのメール連絡にて発表いたします。 

また、同日『Remo』を用いて実施する「大会交流会」にて 18 時頃から「資源・素材学会 若手ポスター発表

賞」表彰式執り⾏います。 

受賞者は 9 月 15 日（水）17:45 までに『Remo』の「大会交流会場」へお越し（アクセスして）ください。 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
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●大会交流会 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 開催日：9 月 15 日（水）17:30～開催（開場時間 17:15 以降を予定） 

 Remo 会場URL：大会プログラムＰ２～５に掲載 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 月 15 日（水）17:30 より「Remo」を用いた大会交流会（参加無料）を実施いたします。 

オンラインでの交流会開催は、今回初の試みとなります。実際にお会いして歓談することが叶わぬ 

現状下ではございますが、少しでも皆様にお楽しみいただける機会をご提供出来れば･･･と思い、 

実⾏委員会にて北海道・札幌の名産品が当たる企画等も計画しておりますので，皆様、奮ってご参加 

ください。 

 
 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

７．困った時には 

① お助けテーブル：操作に困った時は、「お助けテーブルゾーン」に移動後、 

チャットメニューより「MMIJ 事務局」宛に「サポートご希望の旨」を 

お知らせください。 

または MMIJ 事務局宛＜03-3402-0541＞お電話ください。 

 
② 一時避難席：入室直後に意図せぬ席に配席された、どの席に移動するか落ち着いて検討したい、 

少し休憩したいなどの際には「一時避難席ゾーン」にご移動ください。 

③ フロアリスト：ビルのようなイメージで各階を移動可能です。現在ご自身がいらっしゃる階は 

青反転で表示されています。今回のイベントでは１～５階まで自由に移動可能です。 

フロア１は参加者の出入りや移動が多いため、他の参加者と落ち着いてお話された 

い際などには、フロアを移動してご歓談ください。 

以 上 

② 

① ③ 


