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簡単なリモコン操作で 
今すぐテレビ会議を始めましょう！

初めての接続と基本操作

2020/02 v.1

RemoteMeeting BOXは、専用リモコンの操作だけで簡単にテレビ会議を行うことができます。
また、HDMIケーブルを接続することで、ノートパソコンの画面を共有しながらテレビ会議を
スムーズに進行することができます。

· パッケージの構成   P1
· リモコンの使い方   P2
· 基本操作    P3 - P17 
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パッケージの構成TVのようにリモコンで簡単操作！
誰でも手軽に始められるテレビ会議

RemoteMeeting BOXパッケージの主な構成

RemoteMeeting BOX

カメラ

• RemoteMeetingセットトップボックス
• 2.5GHz高性能CPU
• イーサネット
• Bluetooth
• ビルトインWi-Fi
• 32GBオンボードメモリー記録媒体
• 低電力設計
• USBポート 3.0(×1) / 2.0 (×3)
• HDMI In&Outポート

• Logitech Full HD C930e
• 企業専用のテレビ会議カメラ
• 画角90度
• Full HD対応
• プライバシーシャッター
• 鮮明な画質のCarl Zeissレンズを使用
• オートフォーカス機能
• 明るさ自動補正機能

リモコン

スピーカーフォン

• セットトップボックスリモコン
• 電源on/offや主要機能をリモコンで簡単に操作
• シンボルマーク機能キーを適用
• IR Remote

• Jabra 510高性能会議用スピーカーフォン
• 360度全方位マイク（無指向性マイク）
• Bluetooth、USBケーブル混用方式
• DSP技術搭載（ノイズキャンセリング）
• エコー防止機能
• タッチセンサー方式
• 最大15時間通話が可能な充電バッテリー
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リモコンの使い方

電源 電源ON/3秒間長押しで電源OFF
[電源ONの状態]スタンバイモードON/OFF

方向/OK 
ボタン

OK(確認)選択、
フォーカスピンの位置選択
(上・下・左・右)

[テレビ会議中] 
サブ画面(PIP)左右選択後、OKを選択
→メイン画面に固定

メニュー メニューを開く/閉じる

画面表示 画面の切り替え 
テレビ会議⇔外部接続機器の画面(HDMI IN)

戻る メニューを閉じる/以前の画面に戻る

画面共有 現在の画面を他の参加者にミラーリングで送信 

画面キャ
プチャー 会議中の画面をタイムラインに保存

音量調節 音量を上げる 

音量調節 音量を下げる

カメラの調整 画面の転送を中断または再転送

ミュート マイクのミュートまたはミュート解除

キーパッド 1

キーパッド 5

キーパッド 3

キーパッド 7

キーパッド 2

キーパッド 6

キーパッド 4

キーパッド 8

キーパッド 9

会議に参加/
録画設定

[テレビ会議前] 接続コードを入力
[テレビ会議中] 録画開始/録画終了 

キーパッド --

PIP制御 [テレビ会議中] サブ画面(PIP)を表示/非表示
キーパッド O

ラウンジ ラウンジ(会議室一覧)表示/ホーム画面に移動
キーパッド 
Delete
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RemoteMeeting BOX画面の説明

HOME画面
- 待機画面

専用リモコンのOKボタンを押すと、すぐにテレビ会議を始めることができます。
(事前に登録した会議室番号で別ユーザーによって会議が行われていない場合)

LOUNGE画面
- 会議室選択画面

リモコンの方向ボタンとOKボタンを押して、会議室を選ぶことができます。
空いている会議室を選択すると、新しい会議を開設することができます。
他のユーザーが開設した会議室を選択し、会議に参加することもできます。
仮想会議室の利用状態は、各会議室の背景のON/OFF状態で確認できます。

基本操作



4

RemoteMeeting BOXご利用の流れ

会議室を選んで、会議室を開設しますか？
選ばず、開設しますか？

詳細は、
7ページへ

詳細は、
8ページへ

詳細は、
9ページへ

詳細は、10ページへ

選ばない 選ぶ

開設する

番号で参加

参加する

接続コードで参加

テレビ会議進行 多様な機能を活用して
生産性をアップ！

リモコンで
空いている会議室の

番号を選んで
会議スタート！

リモコンで
開催された会議室の

番号を選んで
会議に参加！

会議の終了

テレビ会議を新しく開設しますか？
開設された会議に参加しますか？

案内された会議室の番号
(○○番、地域名)から参加しますか？
接続コード(6桁)で参加しますか？

案内された
接続コード(6桁)を入力して、

会議に参加！

HOME
待機画面

LOUNGE
会議室選択

画面

リモコンの      ボタンを押して、
接続コードの入力画面を表示

 

リモコンの      または、
       ボタンを押して、
LOUNGE画面へ移動

リモコンの     または、
       ボタンを押して、
LOUNGE画面へ移動

リモコンの
    ボタンを押して

すぐに
会議スタート！

リモコンの     ボタンを押して、
会議を終了

基本操作
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RemoteMeeting BOXの便利な機能

会議室ロック
会議に他の人が入らないようにしたい

画面の変更
テレビ会議中の画面と共有した画面を
切り替えたい

議事録
会議中の内容を議事録でリアルタイムで
共有したい

タイムライン(チャット)
会議参加者のチャットを表示したい

カメラ・マイクの制御         詳細は、15ページへ

カメラ・マイクのON/OFFを制御したい

録画開始           詳細は、14ページへ
会議中の内容を録画して議事録として
活用したい

 

スクリーンキャプチャ         詳細は、13ページへ
会議中の様子をスクリーンキャプチャで
残したい

 画面の共有          詳細は、12ページへ

会議参加者にパソコン画面を共有したい

基本操作
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(オフライン会議)モニター接続利用

接続診断機能

その他の便利な機能

詳細は、16ページへ

詳細は、17ページへ

テレビ会議とつながっているHDMIケーブルを取り外さずに、
オフライン会議を行う時、ノートパソコンの画面をテレビ・モニターに接続して映したい

接続の状態が悪く、テレビ会議が途切れる...
現在の接続状況を確認したい

基本操作
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OKボタンを押して今すぐ会議を始める

会議室の情報を入力、 参加者リストの作成、 会議リクエストの送信などの
作業をしなくてもすぐにテレビ会議を開設することができます。

HOME画面
（待機画面）

基本操作リモコンのOKボタンを押してすぐに
会議スタート！



8

専用のLOUNGE画面からお好きな都市の会議室を選択して、
すぐに会議を開始

基本操作リモコンで空いている会議室の番号を選んで
会議スタート！
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ユーザー目線のUXで、開設された会議室が一目で分かるのですぐに会議に参加することができます。

開設されたテレビ会議に参加する

LOUNGE
画面

基本操作リモコンで開設された会議室の番号を選んで
会議に参加！
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HOME画面（待機画面）

開設されたテレビ会議に参加する

基本操作案内された接続コード(6桁)を入力して、
会議に参加！
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テレビ会議を終了する

会議画面

HOME画面（待機画面）

基本操作会議の終了
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会議参加者にパソコン画面を共有し、
プレゼンテーションをする

便利な画面共有ボタンで、会議画面を資料画面に切り替える
会議中、ノートパソコンの画面を他の参加者に共有することで会議をスムーズに
進行することができます。 

基本操作画面共有
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会議中の様子をスクリーンキャプチャで残し、
タイムラインで共有したい

キャプチャされたイメージは、タイムラインより
会議参加者(RemoteMeeting BOX以外)のアカウントで
ダウンロード・確認することができます。

基本操作スクリーンキャプチャ
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会議の内容を録画して、後日議事録として活用したい

<録画機能の使い方>
・リモコン → 録画ボタンを押すまたは
・リモコン → メニューボタン → 左側のメニュー → 録画開始を選択

録画された映像は、会議参加者(RemoteMeeting BOX以外)のアカウントでログイン後、
HISTORYで確認することができます。

基本操作録画

関連会議 小会議室

小会議室
小会議室

小会..
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カメラとマイクをON/OFFし、会議中への集中力を高める

基本操作カメラ・マイクの制御
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モニターに繋がっているHDMIケーブルをわざわざ取り外す必要のない 
便利な2Port HDMI対応
前面部のHDMIケーブルと発表者のノートパソコンを接続した後、外部画面接続（HDMI IN）を
実行することで、すぐにプレゼンテーションを行うことができます。

画面共有機能でプレゼンテーションも簡単！
通常のオフライン会議でも、前面のHDMI端子でPC画面を共有

基本操作(オフライン会議)モニター接続利用
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セットトップボックスを簡単かつ迅速に診断！

基本操作接続診断機能
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関連マニュアル一覧
·  RemoteMeetingユーザーガイド(PC利用) 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-pc-user-guide-jp.pdf

·  RemoteMeetingユーザーガイド(モバイル利用) 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-mobile-user-guide-jp.pdf

·  RemoteMeetingクイックガイド 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-quickguide-ja.pdf

·  RemoteMeeting BOX初期設定ガイド  
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-box-manual-jp.pdf

RemoteMeeting BOX機器登録のご案内
オンラインテレビ会議サービスを利用するには、 remotemeeting.comの管理者ページで RemoteMeeting BOX
を登録する必要があります。
· 登録方法 

  
1.https://www.remotemeeting.com/rmadminに接続し、ログインしてください。（管理者ID必須）
2.デバイス管理メニューで、製品の製品裏面に記載されているS/N（Serial Number）を登録してください。

http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-pc-user-guide-jp.pdf 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-mobile-user-guide-jp.pdf 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-quickguide-ja.pdf 
http://files.rsupport.com/jp/remotemeeting/documents/user-guides/remotemeeting-box-manual-jp.pdf 
https://www.remotemeeting.com/admin



