
ポスター(P)会場 

発表マニュアル 

公益社団法人 高分子学会 

2021.04.27 
Vol,1 

第70回高分子年次大会 

産学コミュニケーションセッション 

【発表者・出展者向け】 



Copyright ©  FunFactory.Co.,Ltd. All rights reserved. 1 

目 次 

Remo発表者出展者テスト 主旨＆日程 
概  要 
タイムテーブル 
会場構成 
プロフィール設定 
 
発表データの仕様 
発表データの操作方法 
注意事項 
 
テキストチャットの使用方法 
動作に不具合が出たときは 
お問い合わせ窓口 

・・・ p２ 
・・・ p３ 
・・・ p４ 
・・・ p５ 
・・・ p６ 
 
・・・ p７ 
・・・ p８ 
・・・ p９ 
 
・・・ p１０ 
・・・ p１１ 
・・・ p１２ 
 



Copyright ©  FunFactory.Co.,Ltd. All rights reserved. 2 

Remo発表者出展者テスト 主旨＆日程 

ポスター発表・出展企業による資料貼り付けの本番リハーサルを実施致します。 
当日スムーズに準備が進められるよう、対象者の方は下記いずれかの日程にて、 
必ず参加くださいますようお願いいたします。 
5月18日（火）、 19日（水）には、サポートのスタッフが会場内のヘルプデスクにて 
待機しております。不明点等ございましたら、お気軽にお声がけ下さい。 

Remo発表者出展者テスト（本番リハーサル） 
実施期間：2021年5月17日（月）、18日（火）、 19日（水）10時～18時 
               ※5月18日（火）、19日（水）11時～13時、16時～18時にて、会場内で問合せスタッフが対応 
目    的：ポスター・資料発表 方法のご案内、ご質問受付 
対 象 者 ：ポスター発表者、企業･団体出展者 
会   場：各会場URLは年会ホームページに掲載します 

■ 4月の動作テスト会でRemoへ正常に入場できることを確認済の、同じ環境から参加ください 
■ 発表データの貼り付け方法や仕様はp.7以降を確認ください 
■ 大会の資料貼り付け作業は、当日のタイムテーブルはp.4を確認ください 
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大会当日の概要 

第70回高分子年次大会  ポスター(P)会場  産学コミュニケーションセッション 

【ご注意事項】 
▪各日程・各回ごとに会場URLが異なります。 
▪規定ブラウザで開かず、Google ChromeまたはFirefoxより、Remoを立ち上げて頂きますようお願いいたします。 

※ポスター発表会場URLはWeb予稿集からご案内致します 

▪各開催日のポスター発表会場URLは、ログインした方のみ閲覧できます。 
▪会期中 2021年5月26日（水）～5月28日（金）の３日間のみ表示します。 

日   程： 2021年5月26日（水）～5月28日（金）3日間 
時   間： 【ab】9:30～11:30  【cd】12:30～14:30  【ef】14:30～16:30 
会   場： Remo ※下記の通り 
概   要： ポスター発表 
発表者数： 約650名 
聴講者数： 約2000名（3日間合計予想） 
目   的： 高分子科学に携わる研究者・技術者が最新の研究成果を発表し、 
         また互いに密にコミュニケーションできる場を提供すること 

発表テーマ：  Ａ.高分子化学（高分子合成・高分子反応） 
            Ｂ. 高分子構造・高分子物理（高分子構造・基礎物性・運動性の相関） 
            Ｃ. 高分子機能（高分子の機能化・高性能化） 
            Ｄ. 生体高分子および生体関連高分子 
            Ｅ. 環境と高分子 
            Ｆ. 高分子工業材料・工学 
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タイムテーブル 

abグループ.【 9:30～11:30】 
 9:00 ～  9:30 ポスター貼付 
 9:30 ～10:25 奇数番号（発表番号三番目がa）発表 
10:25～11:20 偶数番号（発表番号三番目がb）発表 
11:20～11:30 ポスター撤去 
 
 
cdグループ.【12:30～14:30】 
12:00～12:30 ポスター貼付 
12:30～13:25 奇数番号（発表番号三番目がc）発表 
13:25～14:20 偶数番号（発表番号三番目がd）発表 
14:20～14:30 ポスター撤去 
 
 
efグループ.【14:30～16:30】 
14:00～14:30 ポスター貼付 
14:30～15:25 奇数番号（発表番号三番目がe）発表 
15:25～16:20 偶数番号（発表番号三番目がf）発表 
16:20～16:30 ポスター撤去 

2021年5月26日（水）～5月28日（金） 
1日3回に分け実施（ab/cd/ef グループ) 

発表2組（奇数/偶数）110分 

発表終了後10分間にてポスター撤去 

スタート前30分間にてポスター設置      

ポスター発表者・出展者入場 

ポスター発表者・出展者退場 

聴講者入室 

聴講者移動・退室 
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イベント会場構成 

■イベント会場の構成 
▪1F エントランス ▪2F～9F ポスター発表・出展企業会場 

ポスター会場 
１階フロア 右側 
「ヘルプテーブル」 

ポスター発表 末尾 1～5 

ポスター発表 末尾 6～0 

休
憩
テ
ー
ブ
ル 

出展 
企業 

出展 
企業 

■ご自身の発表・出展テーブルをご確認ください 
≪発表番号≫と各テーブルの番号が連動しています 
別紙会場フロアマップより、ご自身の発表・出展テーブルの位置をご確認ください。 

≪発表番号≫の末尾よりフロア階数をご確認頂けます。 

末尾001～010 → 2階     末尾041～050 → 6階 
末尾011～020 → 3階     末尾051～060 → 7階 
末尾021～030 → 4階     末尾061～070 → 8階 
末尾031～040 → 5階     末尾071～080 → 9階 

各テーブルに表示されている 
≪発表番号≫をご確認下さい 

ポスター会場 
２階フロア 右側 
「ポスター会場受付」 

 

※３～９階は 
   休憩テーブル 
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高分子太郎(東大院工) 

6 

会場右上の自身のアバターアイコンをクリックし、プロフィール設定を確認・変更頂けます。 
赤枠で示した 『 氏名 』 は指定の記述が統一ルールと定めております。 聴講時と発表時での差し替えをお願いします。 

プロフィール設定 

画像を追加いただくと会場内のアバターアイコンが変更できます 

所属の企業や団体名、役職、SNSのURLの掲載できます 

Eight／Sansan いずれかのオンライン名刺が登録できます 
円滑な交流や名刺交換が可能な為、登録・活用いただく事をお勧めします。 

WebサイトのURLを掲載できます 

聴講時： 姓・名＋(所属略称)を記載してください。 
     ＜記載例: 高分子太郎(東大院工) ＞ 

指定記述 

発表時： 発表番号＋姓・名＋(所属略称)を記載してください。  
     ＜記載例: 1Pa001 高分子太郎(東大院工) ＞ 

 記載は日本語・英語どちらでも可 

必 須 
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ポスター発表・出展者展示について：発表データの仕様 

■ポスター発表データの仕様 

：JPEG 

【ポスター発表の指定形式】  
データ形式 
ファイルサイズ 
解像度 
枚数 

：  PDFファイル形式、JPEG等の画像形式 
：  3MB以内（複数ページ構成の場合、合計ファイル容量が3MB以内） 
：  画像1ファイル 8192×4096ピクセル以下（システムアップロード上限）  
： 枚数制限なし （合計ファイルサイズを超えない範疇） 

  下記条件に合わせてデータを用意して下さい。ファイルサイズが指定の条件と異なる場合、画面表示に不具合の出る可能性があります。 

■出展データの仕様 

：JPEG 

【出展ポスターの指定形式】  
データ形式 
ファイルサイズ 
解像度 
枚数 

：  PowerPointファイル形式、PDFファイル形式、JPEG等の画像形式 
：  5MB以内（複数ページ構成の場合、合計ファイル容量が5MB以内） 
：  画像1ファイル 8192×4096ピクセル以下（システムアップロード上限）  
： 枚数制限なし （合計ファイルサイズを超えない範疇） 

  下記条件に合わせてデータを用意して下さい。ファイルサイズが指定の条件と異なる場合、画面表示に不具合の出る可能性があります。 

【動画】 
データ形式 
発表数 

：  リンク化されたもの（YouTube, Vimeo等） 
：  指定なし 

※出展者ブースのみ。 ポスター発表者は原則 動画資料の貼り付けは不可。 
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ポスター発表・出展者展示について：発表データの掲載方法 

ファイルを直接ドロップ 
資料が１枚の場合は、 
アップロード完了です。 

■ポスターデータの貼り付け 

1 

※PDFファイルで 
 複数ページ構成の方 ファイルをクリックし、 

「extract pages」を選択 
2 

「All」を選択し、 
「Extract」をクリック 

3 

■ポスターデータは「ホワイトボード」機能で発表します 
  データの貼り付け掲載方法は下記となります 

PDFの1ページ目が重複して表示されます 
上段の展開前のPDFを選択して削除 

４ 

■動画リンクの貼り付け 【出展者限定】 

メニュー下の「…」から、 
「Upload」を選択。 

1 
「Upload via url」を選択。 ２ 

掲載したい動画のリンクURLを入力し、 
OKをクリックするとビデオサムネイルが表示 

3 

※「My Device」からの直接Uploadは 
  動作不良を起こす為、直接掲載は厳禁 
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資料が見当たらない場合 
１ 「zoom to 100％」をクリック。 
２ 「Pin map」をクリック。 
３ 水色四角(縮尺図)をクリックで資料閲覧できます。 

※水色の四角は表示されないホワイトボードは 
  未記入の白紙テーブルとなります。 

左の矢印を選択すると、カーソル位置が共有されます 
自身のカーソルの配色は左側のアイコンとなり、相手側のみ表示されます。 
※自身はマウスの矢印アイコンのみ 

表示される配色や表示名（Guest XX）は毎回ランダムで表示されます。 

ポスター発表・出展者展示について：注意事項 

■注意事項 

1 

2 

『 保存 』 操作は不要です 
24時間後に削除される表記が出ますが、貼付けから発表
終了までの時間を鑑み保存操作は不要としています 
尚、『保存』操作には、Miroのアカウント登録が必要。 
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メニューバーより 
「チャット」をクリック 

全体チャット： 
会場全体へ配信 

テーブルチャット： 
着席しているテーブル内のチャット 

※一度離席すると履歴は削除されます 

個別チャット：プライベートチャット 
 

※音声通話が使用できないなど、 
何かお困りの際はいずれかのサポート 

スタッフまで、チャットからお問合せ下さい。 

■テキストチャットの使用方法 

テキストチャットの使用方法 
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動作に不具合が出たときは 

●会場の画像は表示されるが、アバターアイコンが動かない。表示されない。テキストチャットが表示されない。 
  相手のビデオ・音声が表示されない・聞こえない。自身のビデオ・音声が相手に表示されない・聞こえない。 
→リフレッシュ操作やWebブラウザの変更やパソコンの再起動をお試しください。 

→ネットワーク又はパソコン側のセキュリティに起因する可能性があります。別の環境からもお試し下さい。 
  ご自身か相手方に起因するか、第３者の方がおられましたら、原因の切り分け確認をお願いします。 

■動作中に不具合が起きた時のトラブル対処法 

●読み込み画面が続いて、何も表示されない。白い画面が続く。 
→接続頂いてるインターネット回線の遅延状況をご確認ください。 
→下記リフレッシュ操作をお試しください。 
 
 
 
→Webブラウザの再起動やパソコンの再起動をお試しください。 
→別のWebブラウザお試しください。 

●選択すべきカメラ・マイクが表示されない。挙動がおかしい。 
→機器やケーブルの接続を再確認してください。 
→WebExやZoom等 その他サービスで、カメラ・マイクを使用していないか確認してください。 
  ※同じRemoでも別会場や別イベントの同時利用は出来ません。 
→Webブラウザの再起動やパソコンの再起動をお試しください。 

Windowsの場合は 「Shift」+「Ctrl」 を押しながら 「Ｒ」キー を押す。 
Macの場合は「Shift」+「Command」 を押しながら「Ｒ」キー を押す 
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お問い合わせ窓口 

メールでのお問い合わせ 

メールでお問い合わせの場合は、スクリーンショット等の記録画像の他に、出来るだけ詳細に症状や現状をメールに記載ください。 
ご参加環境に起因する場合や原因が多岐にわたり、一時的なものであったり特定が困難な場合がございます。 
全ての早期解決や完全な解決方法提示をお約束するものではありません。予めご了承下さい。 

公益社団法人 高分子学会  70回年次大会係 宛 
Mail： 70nenkai@spsj.or.jp 

【第70回高分子年次大会 当日】 
日程：5月26日（月）～28日(金） 
場所：Remo会場内 １階フロア右側 ヘルプテーブル 

お問い合わせが、集中する場合、お時間を頂く場合がございます。順次対応となりますので、ヘルプテーブルにてお待ちください。 
視覚的なトラブルの場合、問題発生時のスクリーンショットを保存頂けると、状況確認と早期解決に役立つ場合がございます。 

会場でのお問い合わせ 

１階フロア 右側 
「ヘルプテーブル」 

【Remo発表者出展者テスト】 
日程：5月18日（火）、19日（水） 
時間：11～13時、16～18時 
場所：Remo会場内 １階フロア右側 ヘルプテーブル 

mailto:70nenkai@spsj.or.jp
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