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ポスター発表のご案内  

（*ポスター掲示は Google Drive、ポスターセッションは Remo を用いて行われます） 

シンポジウムによってポスター発表形式が異なります。 

 

★センサシンポジウムのポスター形式 

オンライン化に伴い、事前にオンライン公開する「閲覧用ポスター」を使用して、ポスター発表を行い

ます。所定のポスター発表のフォーマットをご使用の上、「閲覧用ポスター」を期日までに提出してくだ

さい。PDF 形式（編集可、パスワードはつけないでください）で提出してください。 

また、当日の発表は Web 会議システムの Remo を利用したポスター発表を予定しております。 

最新の情報をホームページでご確認の上、ご準備をお願いいたします。 

 

【重要なスケジュール】 

閲覧用ポスター提出締切  2021 年 10 月 29 日(金) 17 時まで 

ポスター閲覧公開日  2021 年 11 月 8 日（月）～2021 年 12 月 31 日（金） 

ポスター発表の日時      2021 年 11 月 9 日(火) 14 時 45 分～16 時 15 分（予定） 

 

【重要事項】 

•閲覧用ポスターの提出締切は 10 月 29 日(金)17 時厳守です。それまでに提出をお願いします。 11 月

8 日(月)にオンラインで公開されます。 

•データの流用が懸念される場合には、本ポスターには重要なデータを 掲載しないでください。 

•作成の際は、電気学会 映像コンテンツのガイドラインを必ずお読みください。（下記 URL） 

https://www.iee.jp/wp-content/uploads/honbu/31-doc-honb/video_guideline.pdf  

•本ポスターは、「ブラウザ上で閲覧可能な PDF（ダウンロード不可）」 として参加者へ公開されます。

（公開期間 2021 年 11 月 8 日～2021 年 12 月 31 日） 

•著作権についてはオンライン開催マニュアルを参照してください。(10 月上旬 Web に掲載予定) 

 

 

【ポスター作成について】 

•論文タイトル、氏名、所属はフォーマットにあわせて記載してください。 

•ポスター番号は HP のプログラムをご確認ください。 

•ポスターの図表の配置は自由です。 

•本ポスターのサイズは A1(縦 594 mm×横 841 mm)でページ設定しています。1 枚とします。 

•閲覧専用のポスターとして使用しますのでポスターサイズは、変更しないでください。 

•文字のサイズは 14pt 以上としてください。このフォントサイズが 14pt です。 

•ご提出いただいた閲覧用ポスターは、ポスター発表でそのまま使用可です。また、修正版を Remo 上

https://www.iee.jp/wp-content/uploads/honbu/31-doc-honb/video_guideline.pdf
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で使用しても構いません。 

 

【ポスター発表について】 

•ポスター発表当日は、Remo を使用したポスター発表を行います。 

•事前にリハーサルが行えるように予定しております。詳細は HP をご確認ください。 

•この閲覧用ポスター以外に Remo 上で動画やホワイトボードなどを活用できます。 

･Remo の詳細: https://remo.co/  

･Remo を使用した発表方法については、オンライン開催マニュアルを参照してください。(10 月上旬

Web に掲載予定) 

 

【Remo を使ったポスター発表概要】 

聴講者は、予めポスターを閲覧し、ポスターセッションに参加します。Remo では、視聴ができる人数

は１つのポスターに付き、最大 6 名と限られております（発表者、審査員含む）。参加者は自由に移動

できますので、空席のあるポスターテーブルに着席ください。 

ポスターの内容について質問がある場合は、同じテーブルに着席している限りは、口頭で質疑応答がで

きます。ポスターセッションのコアタイムには特に座長はいませんので、自由に交流してください。参

加者にはなるべく多くのポスター発表者と接して頂きます。 

  

https://remo.co/
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Guideline for Poster Presentations  

(*Posters will be posted on Google Drive and poster sessions will be held using Remo. 

The poster presentation format differs depending on the symposium. 

 

Poster format for Sensor Symposium 

Poster presentations will be made using a "poster for viewing" that will be made available online 

in advance. Please use the required poster format and submit your poster in PDF format 

(editable, without password). 

Please check the website for the latest information and prepare accordingly. 

 

Important schedule 

Deadline for submission of posters for viewing: 17:00, October 29, 2021 

Poster Viewing Open Days: November 8, 2021 - December 31, 2021 

Poster Presentation Day: 14:45-16:15, November 9, 2021  

 

Important Notes 

- The deadline for submission of posters for viewing is Friday, October 29, 17:00. It will be 

available online on Monday, November 8, 2021. 

- If you are concerned about the diversion of data, please do not publish important data in 

this poster. 

- Please be sure to read the IEEJ Guidelines for Video Content when creating your poster. 

(URL below) 

https://www.iee.jp/wp-content/uploads/honbu/31-doc-honb/video_guideline.pdf  

- The poster will be available to participants as a "browser viewable PDF (not downloadable)"  

- Please refer to the Online Conference Manual for copyright information. (To be posted on 

the Web in early October) 

 

 

Poster preparation 

- Paper title, name and affiliation should be written according to the format. 

- Please check the program on the website for the poster number. 

- The size of this poster is A1 (594 mm long x 841 mm wide). 

- The font size should be 14pt or larger. The font size is 14pt. 

https://www.iee.jp/wp-content/uploads/honbu/31-doc-honb/video_guideline.pdf
https://www.iee.jp/wp-content/uploads/honbu/31-doc-honb/video_guideline.pdf
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- You can use the same poster during poster session. Feel free to use a modified version 

during poster session. 

 

For poster presentations 

- On the day of poster presentation, poster presentation will be done using Remo. 

- We are planning to have a rehearsal beforehand. Please check the website for details. 

- In addition to this poster for viewing, you can use videos, whiteboards, etc. on Remo. 

Details of Remo: https://remo.co/  

- For details on how to use Remo, please refer to the Online Presentation Manual. (To be 

posted on the web in early October) 

 

Outline of poster presentation using Remo 

In Remo, the number of audience members is limited to a maximum of 6 per poster. The 

number of participants is limited to 6 per poster. 

 

If you have any questions about your poster, you can ask and answer them orally as long as 

you are seated at the same table. There will be no particular chairperson during the core time 

of the poster session, so please feel free to interact with others. Participants are encouraged 

to interact with as many poster presenters as possible. 

 


