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視聴環境 早見表

3

【推奨ブラウザ】

どの媒体に於いても
「Chrome」で接続すること
を強くお勧めいたします。

※他ブラウザは接続トラブル
が生じたケースあり。

（IEは使用できません。）



イベント前に
ご利用のデバイスと環境をご確認ください。

• https://geartest.remo.co/

上記サイトで、「ブラウザ」、「ハードウェア」、「接続状態」が

確認できます。
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https://geartest.remo.co/


Remoの使い方
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イベント開始前 画面

招待URLをクリック頂くと、
左記の画面が表示されます。

「イベントが始まるまで」の
カウントダウンが終わるまで
は入場ができませんので、ご
了承お願いします。

※画面に選択肢が出ません。
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イベント開催中 画面

イベント開始時刻後にURL
をクリック頂くと、左記の
画面が表示されます。

問題なければ「ログインし
て参加する」をクリックし
て参加ください。
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参加方法1-1（Gmail使用）

【サインアップのやり方】

右の画面が出てきますので
Googleアカウントにて
サインアップする場合は
「Googleでログイン」を

クリックください。
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参加方法1-2（Gmail使用）

【ログイン方法】

Gmailアドレスを入力し、
「次へ」をクリック。

次にパスワードを入力し、
「次へ」をクリック下さい。



参加方法2-1（Gmail以外）

【サインアップのやり方】

右の画面が出てきますので
Gmail以外のメールアドレスで
サインアップする場合は
メールアドレスを入力し、
「次へ」をクリックください。
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参加方法2-2（Gmail以外）

【アカウントの作成】

名前とパスワードを設定し、
「イベントへ参加する」を
クリックください。

※コチラで入力した氏名が
「Ｒｅｍｏ」会場での
アカウント名となります。➝



イベントへの参加について

イベント参加前にカメラ、
マイク、スピーカーのシス
テムチェックが入ります。

問題が無ければ「参加す
る」をクリックください。

※この際、WEBカメラ等が認識でき
ないとエラー表記が出ますので、ご
注意ください。
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イベント会場

イベントに参加すると、最初は
ランダムでいずれかのテーブル
に配置されます。

そのため企業様は入場後に

自社名のブースにご移動下さい
※各社ブース番号は、後日資料にてお知らせします。

休憩ブース
大学ブース

など

休憩ブース
大学ブース

など

企業ブース
※当日ブース下部に企業名が書かれて
おりますので、そちらをご確認頂き、
自社名のブースにご移動ください。
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テーブルを移動してみよう

テーブル間の移動には

①行きたいテーブルへマウ
スを合わせる

②ダブルクリック

上記で移動できます。

※テーブルごとの着席数は、描かれてい
る椅子の数となります。（定員に達した
テーブルには着席できません。※その際
は満席のアラートが出ます）

行きたいブースを選択し、
ダブルクリックしてください
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フロアの様子

入室時は下記アイコンが「カメラ
オフ」、「マイクオフ」になって
います。
基本はコチラをクリックして、「カメラオン」「マイク
オン」にしておいてください。

※変更が必要な場合は、主催者より「マイクオフにして
下さい」など音声やチャットにて指示をさせていただき
ます。
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テーブルでの表示切替について

会話中は参加者や資料
を「タイルビュー」に
て好みの大きさで表示
可能です。

※また「拡大ボタン」で全画面表示
もできます。

※さらにこの「拡大ボタン」で
全画面表示もできます。
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このボタンで
相手の画像を
大きくできます。



「画面共有」について

「画面共有」にてPPT資料等を
相手に見せることができます。

(1)「画面共有」をクリック

(2)「ウインドウ」から共有する

資料を選択

(3)「共有」をクリック
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まずこのボタンで
「画面共有」を
起動させます。



「画面共有（ウインドウ）」について①

「画面共有」を押すと、
画面共有用ウインドウが
出ますので、左記の解説
に従い、「共有」ボタン
クリックまで作業下さい。
※この際、画面部分をクリックしないと
「共有」が青くなりませんのでご注意くだ
さい。
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「画面共有」をクリックすると
コチラの選択画面がでますので、
赤枠の「ウインドウ」をクリックします

そして使用したいデータをクリックすると「共有」が
青く表示されますので、クリックして下さい

※画面部分



「画面共有（ウインドウ）」について②

ウインドウ共有（PPT）
では左記設定を必ず実施
して下さい。
①スライドショーの設定をクリック

②「出席者として閲覧」にチェック

③「OK」で保存。

上記手順後に「スライドショー」を実行し
てください。
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「画面共有（ウインドウ）」について③

使用資料を展開後は、スラ
イド操作を行いながら、学
生へ説明を行ってください。

※共有資料をPC画面の外に出してしま
うと、その部分が映らなくなりますので
ご注意ください。
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共有（ウインドウ）画面 展開イメージ図

学生の顔が見たい場合は、共有資料を
必要最低限の大きさにして下さい。
※この際PC画面から、説明資料がは
み出ないようにご注意ください。

※資料の画面外はみだしにご注意ください



「画面共有（ウインドウ）」の注意点

23

◆「ウインドウ」での共有中は、展開資料がPC画面枠外にでますと、
はみ出ている箇所に不具合がおきます。（スライド時に反映されない）

◆共有画面展開中は「WEBカメラ画像」、「音声」は企業と学生が
お互いに見えている・聞こえる状態になります。

◆PPTの設定で、「スライドショー設定」➝「出席者として閲覧す
る」にされないと、スライドショー実行時に共有が外れますので、
PPT使用時は必ず上記手順を実施してご利用ください。



チャットの使い方

チャットボタンにて「全体」や
「テーブル」にチャットが可能で
す。（個人にも送付できます）

※相手に文章で伝えたいケースはこちらを活用下さい。

（活用例）グーグルフォーム等のWEBアンケートや

紹介したいサイトの案内はチャットが便利です。
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①～③のチャットする対象を選択頂きます

①

②

③

選択後は別画面が出ますので、下部の入力画面に、
文字を入力頂き、対象に送付ください。

送信ボタン



プロフィール（名前）の変更方法

入室後に名前の変更等がしたい場合

・画面右上のアイコンをクリック

・①の画面で✏をクリック

・②の画面「編集」より作業

上記で変更が可能です。

1

2
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イベントからの退出

イベントからの退出は、下記アイコンの「退出」をクリック下さい。

※イベント退出後は退出ページに自動的に飛び、退出が可能です。
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事前確認ありがとうございます。

どうぞ宜しく

お願いいたします。

・トラブル時やお困りの際は

TEL：090-9938-0368 ✉：jmk@gifukeikyo.org

こちらへお問い合わせください。 担当：林
27
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