
ATOMアプリユーザーマニュアル

マニュアルVer.2.0
対応アプリVer.1.3.55

※アップデートのタイミングによってアプリの最新バージョンに対応していない場合があります。
※スクリーンショット、OS依存の表現がiOSになっています。
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ATOM Cam本体

本体説明

カメラ底部の台座を伸ばす
と高さや向きを変える事が
出来ます。
また、SET UPボタンや
microSDカード挿し口も台
座の内側にあります。

デザインです。
機能はございません）

レンズ

マイク
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ホーム画面／アカウント画面

【ホーム画面】

メッセージセンター
→10ページ

デバイスを追加

マルチビュー
→ 11ページ

・設定または共有
されているデバイ
スが表示されます

・タップすること
で各カメラの映像
画面に移動し、操
作ができます

・任意のカメラを
長押しすることで
順番を並び替える
ことができます

アカウント設定画面
へ遷移
※説明は次ページ

アプリ起動時、ホームアイコンをタップすると表示される画面です。
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ヘルプとサポート
→ 7～8ページ

※こちらのON／OFF
は電源の操作ではあ
りません。OFFにす
るとスリープ状態に
なります



ホーム画面／アカウント画面

【アカウント画面】

6

プロフィール/
アカウント情報設定

各メニュー画面に遷移
→43ページ

ニックネーム

※Android版は
「こんにちは」
も表示されてい
ます。

タップすると名
前の変更が出来
ます。

ホーム画面に移動
※説明は前ページ



ヘルプとサポート 〜問い合わせ方法①〜

アカウントメニュー内の【ヘルプとサポー
ト】をタップし、該当デバイスをタップす
ると、サポートページに移動します。
移動したサポートページ最下部の「カスタ
マーサービスに連絡」タップすると下記の
画面に移動します。

お問い合わせ内容に近い項目をタップします。
該当なければその他をタップします。
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ヘルプとサポート 〜問い合わせ方法②〜

該当の項目から問題報告フォームに必要事
項を入力し、【送信する】をタップしてく
ださい。

※送信の前にプライバシーポリシーを御覧
ください

※送信をタップすると、iOSは標準アプリ
の「メール」画面へ、Androidはどのアプ
リを利用するかの画面に遷移します。
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メッセージセンター

ホーム画面右上のアイコンをタップすると
メッセージセンターに遷移します。

メッセージセンター画面ではアプリから通
知されたものの履歴を一覧で確認できます。

例：モーション検知通知・音声検知通知・
デバイスの共有通知など

右上の歯車アイコンをタップするとメッセ
ージの「プッシュ通知」のオン／オフや
「通知スケジュール」の設定ができます。
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メッセージセンター
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通知の消し方について
各通知のいずれかを長押しすると、画面
右側に白い丸が表示されます。

選択して削除したい場合は、該当の通知
の白い丸部分をタップすると赤くチェッ
クマークが表示されます。

全て削除したい場合は画面左上の「すべ
て」をタップします。

上記の画面の「削除」をタップすると
「本当に削除しますか？」と表示されま
すので、「確認」をタップすると削除さ
れます。

※この画面から通知を削除されましても
検知された録画の映像は残っております
ので、映像も削除されたい場合は
「録画を再生」画面から削除していただ
く必要がございます。
詳しくは１７ページをご確認ください。



マルチビュー①（ホームメニュー）

青丸のアイコンをタップすることでマルチ
ビューの画面に移動します。

※マルチビューは、2台以上登録されてい
ないとタップすることが出来ません。

マルチビューの画面では登録したカメラ、
または共有されたカメラを複数台同時に閲
覧することができます。
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マルチビュー②（ホームメニュー）

青丸部分のアイコンをタップすることで全
画面に切り替えることができます。

１画面で同時に閲覧できるカメラ映像は４
台までになります。

５台以上設定している場合は画面を横にス
ワイプすることで４台ずつカメラ映像を切
り替えることができます。
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機能の紹介



画質切り替えと通信量

各カメラの映像画面の左上のアイコン
をタップすることで「HD／SD／
360p」の三種類の画質に変更できます。

・HD：1080p
・SD：720p
・360p

アイコン隣の数値は1秒間あたりの通信
量になります。
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画面サイズ変更

ライブ映像画面右上の四角いアイコンを
タップすると、映像画面とその下のアイ
コンが少しズームされます。

【ズームした画面】



スピーカーのオン／オフ

各カメラの映像画面の右上のスピーカ
ーアイコンをタップすることでカメラ
側の音声のオン／オフの切り替えがで
きます。
デフォルトではオフになっているため
オンにして聞いてください。

スピーカーオンの状態

スピーカーオフの状態
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ナイトビジョン

■ナイトビジョンの切り替え

各カメラの映像画面の右上のアイコンを
タップすることでナイトビジョンモード
の「ON／OFF／自動」の切り替えがで
きます。

※自動にすると暗さをカメラが検知し自
動的にナイトビジョンに切り替わります。
手動でOFFに設定していた場合、ナイト
ビジョンには切り替わりません。
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ナイトビジョン
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●ナイトビジョンの不具合時

ガラスや壁など対象物に近くに設置し
た場合、本体から生じる赤外線LEDの
反射により映像にハレーションや、連
続的な自動切換えが起こる場合があり
ます。

そのため、上記のような設置条件の場
合は、問題回避のため、赤外線LEDラ
イトを手動でOFFにしてください。

※ライブ映像画面の右上の設定（歯車
アイコン）→「その他」→「ナイトビ
ジョン用赤外線ライト」からON／OFF
の確認が可能です。

●映像が赤っぽくなった

ナイトビジョンの切り替えを手動で変
更してみてください（ON／OFFの切
替）



フル画面表示への変更

各カメラの映像画面の右下のアイコン
をタップすることでデバイスを横にし
たフル画面表示に切り替えることがで
きます。
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フル画面のアイコン

フル画面から標準画面に戻る

スピーカーのオン／オフ 画質の切り替え

写真を撮る

動画を撮る

マイク
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デバイス名

※Android版は画像の表示と多少位置が異なります。



録画

各カメラの映像画面の下部にある【録画】
アイコンをタップします。

録画が始まり、【録画】アイコンがハイラ
イトされます。
映像上に録画状態を示す赤丸と録画経過時
間が表示されます。

録画を終了する場合は再度下部にある「録
画」アイコンをタップしてください。

※SDカードで常時録画等設定されていても
同時に録画する事が可能です。
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録画

録画が無事完了すると「アルバムに保存し
ました」と表示が出て録画完了です。

※録画された映像はATOMアプリの【アル
バム】から閲覧することが可能です。

※映像はスマートフォン内のストレージに
保存されます。

録画時間が短すぎると保存されずに「保存
に失敗しました」の表示がでます。
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話す

各カメラの映像画面の下部にある【話す】
アイコンを長押しします。

※話している間は「話す」アイコンから指
を離さないでください。

※離している状態では、カメラ側に音声は
聞こえません。

アイコンを押している間映像中央に
「話してください」という表示とアプリマ
イク側の音量メーターが表示されます。

※アプリ側からマイクで話している間はカ
メラ側の音声は聞こえません。
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写真を撮る

各カメラの映像画面の下部にある
【写真を撮る】アイコンをタップします。
※Android版は【写真】という表示です。

【写真を撮る】をタップした瞬間の映像が
撮影され、「保存しました」の表示がでま
す。
※Android版は左の表示とは異なります。

※撮影した写真は自動的にアプリ内の「ア
ルバム」保存されます。
また、Android版ではスマートフォン標準
アプリのデータフォルダでも表示されます。
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録画を再生①

●各検知機能で録画された映像・音声の再生

各カメラの映像画面の下部にある
【録画を再生】アイコンをタップします。

映像の上にカレンダー、映像の下にタイム
ラインバーが表示され、画面下半分に「検
出イベント」が表示されます。

カレンダーを選択することで録画された過
去の日の映像を読み出せます。

タイムラインバーは録画されている時間が
薄いオレンジ色でハイライトされているの
で観たい時間に合わすことで録画された映
像を観る事ができます。

「検出イベント」は、選択されている日に
ちに検知された12秒の録画を観る事が出来
ます。
※映像を削除した場合は、該当の検知を、
画面右から左へスライドすると「ー」のマ
ークが表示されたらタップします。
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録画を再生②

26

●検知から再検知までの時間
「モーション検知」「サウンド検知」「火災
/CO警報機音検知」はそれぞれ検知をしてか
ら5分間は、同種類のアクションが起きても
検知を行いません。

したがって、クラウドへ保存される12秒の
録画映像も同様となります。

●モーション検知設定の録画はクラウドに保
存される12秒動画のみ適用

「モーション検知」の設定は、クラウドへ保
存される12秒の録画に対してのみ適用され
ます。

※microSDカードへの録画は、「モーショ
ン検知」の設定に関わらず、microSDカー
ドの「録画モード」が「モーション検知時の
み」と設定されていると、検知される都度録
画されます。



「その他」の操作方法

各カメラの映像画面の下部に
ある【その他】をタップする
と4つのアイコンが表示され
ます。
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録画を再生③

●microSDが未挿入の場合
カメラ本体にmicroSDが未挿入、またはイ
ベント検出設定をオンにしていない場合は
左画面の表示となります。

※microSDが挿入されている状態でも、タ
イムラインバー内に録画を行なっていなけ
れば左画面のような表示になります。

※左から
●録画
クラウドに保存された任意の期間の映像、
音声をアプリの【アルバム】に保存します。
●保存
現在開発中につきご利用になれません。
●倍速再生
２、4、6、８倍の速さで再生します。
●音声
再生時の音声のON／OFFを設定します。
●全画面表示



モーションタグ

各カメラの映像画面の下部にある【その
他】アイコンをタップし表示される【モー
ションタグ】はタップすることでON／OFF
を切り替えることができます。

モーションタグは、動きのあるものを検知すると
表示される緑の枠のことを指します。
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アルバム

各カメラの映像画面の下部にある
【その他】アイコンをタップし表示される
【アルバム】アイコンをタップします。

アルバムにはアプリ内に保存した「写真」
「手動で録画した動画」「タイムラプス」
をみることができます。

右上のアイコンをタップするとアルバム内
のデータを選択し、「共有」「スマートフ
ォンに保存」「削除」をすることができま
す。
※Android版は「スマートフォンに保存」
の表示はありません。

※「共有」はメールやSNSサービスへの共
有、コピーや共有アルバムに保存すること
ができます。
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タイムラプス①

各カメラの映像画面の下部にある「その
他」アイコンをタップし表示される「タイ
ムラプス」アイコンをタップします。

注）タイムラプス機能のご利用には
microSDカードが必要です。

下部中央の赤いアイコンをタップすると手
動ですぐにタイムラプスの撮影を開始する
ことができます。

※録画時間等設定される場合は「タイムラ
プス」の操作方法 ③へ
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タイムラプス②

タイムラプスを手動で開始すると自動的に
設定された時間まで撮影を続けます。

途中で撮影を完了させたい場合は赤い四角
のアイコンをタップすることで撮影を終了
することができます。

生成されるタイムラプスが3秒より短い場
合はエラーとなり画像のような表示が出ま
す。
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タイムラプス③

録画時間等を設定する方法

時計マークのアイコンをタップするとタイ
ムラプスの設定画面に移動します。

タイムラプスの設定画面では、「開始時
刻」「終了時刻」撮影の間隔を設定するこ
とができます。

＜おすすめの設定例＞
花が咲く様子：間隔1−2分間、撮影時間

2−3日、できれば同
じ照明での 撮影をおすすめしま
す。
雲の様子：間隔30秒、撮影時間8時間
街の様子：間隔1分間、撮影時間12時間
気象の変化：間隔30秒、撮影時間12時間

設定を行うと、下部に生成される動画の長
さが表示されます。

「確認」（Android版は「OK」）をタップ
すると設定された時間から録画されます。
※画面左上の「←」を押してしまうと、設
定がリセットされてしまうので、ご注意く
ださい。
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カメラの電源のオン／オフ

各カメラの映像画面の下部にある
【その他】ー【電源オフ】アイコンをタッ
プするとカメラの電源がオフとなります。

カメラの電源がオフの場合は画像のような
状態になります。

カメラの電源をオンにする場合は、映像中
央のアイコンをタップするか、下部メニュ
ー内の「電源オン」アイコンをタップして
ください。
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設定



各カメラの「設定」

各カメラの映像画面の右上にある歯車アイ
コンをタップするとカメラごとの設定画面
に移動します。

設定メニューでは、表示されている各項目
の設定と、デバイスの削除を行えます。

（次ページより順番にご案内）
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検出設定

設定メニューから「検出設定」をタップす
ると図のような一覧が表示されます。

●モーション検知
動きに反応して映像に出る緑の枠（モーシ
ョンタグ）の表示、通知をON/OFF

●感度調整
モーション検知 感度調整

●検出エリア
フルスクリーン検出、または検出エリアを
選択、任意の検出範囲に設定が可能です
※設定方法は次ページ

●サウンド検出
カメラ設置場所の音を検知する機能の
ON/OFFの設定が可能です。

●感度調整
サウンド検出の感度を選択 高～低
高い感度程、小さな音の変化を検出できま
す

●火災/CO警報機音検知
カメラが火災報知器・CO警報機の音に反応
したら通知がいく機能のON/OFF

●検出スケジュール
上記の検出で通知をONにした項目の、通知
と検知を行う時間帯の設定ができます。

※Android版は一部文言が異なります。
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モーション検知

【検出エリアの設定】
「フルスクリーン検出」と「検出エリ
ア」を指定ができます。

検出エリアの指定は「検出エリア」を
選択し、検出エリアの枠の範囲を
ドラッグ、ズームイン、ズームアウト
することで画面内の好きな範囲を指定
することができます。
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モーション検知

【検出エリアの設定】
「フルスクリーン検出」と「検出エリ
ア」を指定ができます。

検出エリアの指定は「検出エリア」を
選択し、検出エリアの枠の範囲を
ドラッグ、ズームイン、ズームアウト
することで画面内の好きな範囲を指定
することができます。
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【人体検知】
AIが検出エリア内で、人体かそうでない
かを判断します。

設定は前のページの画像にある「モーシ
ョン検知」の設定に連動されます。

検知されると、通知内容は「人体を検出
…」と表示されます。
※モーションの場合は「モーションを検
出…」と表示されます。



検出スケジュール
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【検出スケジュールの設定】
「終日検出」と「時間帯検出」を選択がで
きます。

「時間帯検出」を選択すると検出の「開始
時間」と「終了時間」を設定することがで
きます。

「繰り返す」は曜日を選択することができ
ます。
注）祝日対応はしていません。

注）microSDカードへの録画は、検出スケ
ージュールの設定に関わらず、microSDカ
ードの「録画モード」に準じて行われるの
でご注意ください。

例）平日の9時から17時の間検知させたい
・「時間帯検出」

開始時間 → 9:00
終了時間 → 17:00
※Android版は 午後5時

・「繰り返す」
月，火，水，木，金にチェック



録画およびストレージ管理

● microSDへのローカル録画
microSDへ録画のON／OFFを設定します

●録画モード
「モーション検知時のみ（Android版はア
ラート検知時のみ）」「連続録画」どちら
かを選択します

●モーション検知時のみ
モーションが検出された時のみ録画

● 連続録画
検知関係なく連続で録画

●SDカード管理
カメラ本体に挿入しているmicroSDカード
の管理画面に移動します。

●SDカード管理
SDカードの使用状況を確認できます。

【フォーマット】をタップするとカメラ本
体に挿入されているmicroSDカードをフォ
ーマットすることができます。

※フォーマットするとmicroSD内のデータ
はすべて削除されます。

※アプリから確認するとSDカードがフルの
状態でも容量バーがMAXにならない場合が
ありますが、デバイスとストレージメーカ
ーとのメガバイト計算法が異なるために起
こります。10%程度少ない状態ですと正常
です。
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その他

●ステータスランプ
カメラ本体の状態をランプの点灯、点滅で
表す機能。カメラ本体背面のLEDライトの
オン／オフ

●ナイトビジョン用赤外線ライト
ナイトビジョンの利用時、カメラの設置場
所にガラスや壁などに近い場合、赤外線ラ
イトが対象物に反射し、映像が見難くなる
ことがあります。その場合は手動でオフに
切り替えが可能です

●画像を180°回転させる
映像を上下反対にする機能のON／OFF

●タイムスタンプ
画面右下に表示される日付、時間の表示の
ON／OFF

●ロゴ
画面左下に表示されるATOMロゴのON／
OFF

デバイス情報

●デバイス名
デバイスの名称を変更できます

●MAC
MACアドレス

●デバイスモデル
デバイスモデル番号

●ネットワーク
使用しているWi-Fi名と電波状態

●IPアドレス

●ファームウェアバージョン
現在のバージョンが確認できます。
【更新を確認】タップすると最新のファー
ムウェアへ更新が必要か確認できます。41



アカウント



デバイスの共有管理①

アカウントメニュー内の、
【デバイス共有管理】をタップすると、
カメラを別のATOMアプリアカウントに共
有したり、共有してもらったりすることが
できます。

●他者への共有
他のATOMアプリアカウントに共有してい
るカメラの履歴をみることができます。
※キャンセルを押すと共有が切断されます。

●他者からの共有
他のATOMアプリアカウントから共有され
ているカメラの履歴を見る、または共有を
承認することができます。

●右上アイコン
すべての共有履歴を時系列一覧で確認する
ことができます。

●デバイスを共有
自分のデバイスをほかのATOMアプリアカ
ウントに共有することができます。
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デバイスの共有管理②

下部の【デバイスを共有】をタップします。

共有するカメラをタップします。すべての
カメラを共有したい場合は【すべて選択】
をタップします。

選択したら「次へ」をタップします。
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【アカウントを入力】のところをタップし、
共有したい他者のATOMアプリアカウント
のメールアドレスを入力します。

過去に共有したことのあるアカウントは、
【共有履歴】に表示され、選択することが
できます。

アカウントを入力または選択したら
【共有】をタップすると入力したアカウン
トに共有承認の通知が表示されます。
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デバイスの共有管理③



他者のATOMアプリアカウントから共有さ
れたカメラは【他者からの共有】に表示さ
れます。
共有されたカメラ名とアカウント名の右に
ある【スキップ】または【承認】を選択し
ます。

【承認】を選択すると確認画面が表示され、
確認をタップすると承認したカメラを操作
することができるようになります。

【スキップ】を選択すると同じく確認画面
が表示され、確認をタップするとリストか
ら消え共有を拒否したことになります。

承認した他者からの共有されたカメラは左
画面のようになります。

共有されたカメラを削除する場合は、承認
した各カメラに表示されている【承認をキ
ャンセル】をタップします。
確認画面が表示されるので、「はい」を選
択すると共有が解除されリストから消えま
す。
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ファームウェアのアップグレード

アカウントメニュー内の、
【ファームウェアのアップグレード】をタ
ップすると、各カメラのファームウェアの
確認画面に移動します。

各カメラのファームウェアの現在のバージ
ョンと最新バージョンが表示されています。

個別でファームウェアをアップグレードす
る場合は各カメラの右にある「最新」のボ
タンをタップしてください。
※更新が必要なカメラはボタンがハイライ
トされてます。

複数台の更新が必要な場合は下部にある
【すべて更新】をタップするとすべてのカ
メラのファームウェアを最新状態にするこ
とができます。
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設定

アカウントメニュー内の【設定】をタップ
すると、ATOMアプリの各設定画面に移動
します。
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●セキュリティ
ご利用のメールアドレスの確認とパスワー
ドの設定変更

●一般
キャッシュデータの確認とアプリ内の表示
言語の設定変更

●アプリについて
アプリのバージョンを確認



セキュリティ
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●メールアドレス
アカウントを作成した際のメールアドレス
を確認できます。（変更は出来ません）

●パスワード
【変更】をタップするパスワード変更画面
に遷移します。

パスワード変更は「現在のパスワード」が
必要になります。

画面右の目のようなマークは入力したパス
ワードを表示させる事が出来ます。

※現在設定しているパスワードが不明な場
合は一度ログアウトし、「パスワードを忘
れた」の表示より設定し直してください。



一般
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●キャッシュ
データ量の確認とキャッシュデータの削除
ができます。

※キャッシュデータとはクラウドに保存し
ている映像を再生するため、ダウンロード
したビデオデータのことです。

※アプリ内のキャッシュデータを削除して
もクラウドストレージ上に保存している映
像は消えません。
ただしクラウドストレージ内のデータは14
日間経つと削除されるため必要に応じてス
マートフォンなどに保存してください

●言語
アプリ内の表示言語を設定できます。
設定できる言語は「日本語」と「英語」で
す。



アプリについて
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●アプリについて
アプリの名称とファームウェアのバージョ
ン情報が表示されます。



アレクサとの連携



アレクサとの連携
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■アレクサとの連携
Echo Show , Echo Show 5 , Echo Spot , Alexa対応リモコン（第二世
代） Fire TV Stick,などと連動してカメラの映像をEchoの画面に映すこ
とができます。

■設定手順
1. スマートフォンより、ATOMアプリをダウンロードし本製品の設定
を行ってください
※本製品設定の際にアカウント作成が必須となります

2. Amazon Alexaアプリを開き「スキル・ゲーム」を開いてください

3.「ATOM」スキルを選択し有効にしてください
※有効にする際に①で作成したアカウント情報を入力します

4. 「ATOM」スキルが有効であるのを確認したあと、 Amazon Alexa
アプリのメイン画面に移行してください。

5. 右下の「デバイス」項目を開いてください

6. 右上の「＋」項目を開いてください

7. ４つの項目が表示されるので「デバイスを追加」を開いてください

8. 画面下までスクロールいただいて「その他」を開いてください

9. 画面下に表示されている「デバイスを検出」を開いてください



MicroSDカード
ご利用時の注意点



MicroSDカードご利用時の注意点
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Q・microSDカードは何GBまで利用可能ですか。

A・ATOM CamでサポートしているmicroSDカードの容量につきましては、
32GB（FAT32形式）までを正式なサポート対象としています。

Q・microSDカード32GBで連続録画出来る時間。

A・社内でテストしたところ、HD画質で6～7日録画されました。

Q・SDカード（32GB)が認識しません

A・フォーマットはFAT32形式でご実施いただいておりますでしょうか。
まずはこちらのご確認をお願いいたします。

また、現在microSDカード周りで様々な問題が発生している関係で
継続的な調査、改修を行っております。

近日中に上記問題の修正を含めたファームウェアとアプリの

リリースを予定しておりまので、今しばらくお待ちくださいますよう
お願い申し上げます。

Q・WIFi環境が無くてもＳＤカードだけで録画は可能ですか？

A・Wi-Fi通信を行わなくても、microSDカードへの録画自体は可能です。
しかしながら、初期設定、及びアプリでのmicroSDへの保存、連続録画
などの設定は
インターネットに接続した状態で行う必要がございます。

もし設置場所にWi-Fi環境がないということでしたら、
スマホのテザリング機能を使い、上記の設定を行うことが可能です。

※下記・テザリングを利用した初期設定の方法（iPhoneが1台のみの場
合）に
なりますので、ご設定の際はご参照ください。
https://www.atomtech.co.jp/support/faq/840/


