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1. はじめに

アプリのダウンロードのために、
QRコードの読取り、または下記のページ
にアクセスしてください

https://www.atomtech.co.jp/app/atom/

OS別のアプリ選択ページに遷移しますので、
お使いのOSに合ったものを選択してください。

選択後ご使⽤のデバイスにインストールを⾏ってください。
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アプリを起動すると「ようこそ」と書
かれた画⾯が表⽰されます。

A. 新規アカウント登録の⽅
新規登録の⽅は、ご利⽤になるメー
ルアドレスとATOM アプリ⽤に使いた
いパスワードを⼊⼒してください。

B. 登録済みログインの⽅
既に登録されている⽅は、登録した
メールアドレス、パスワードを⼊⼒し
てください。

ATOMアプリを起動し、ATOM アプリのアカウントを作成します。

1. ATOMアプリの起動

1. はじめに

[ATOMアプリ起動時]
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1. はじめに

2. メールアドレスとパスワードの⼊⼒

メールアドレスとパスワードを⼊⼒後、「利⽤規約」、「プライバシーポ
リシー」※1のチェックボックスを確認し、画⾯下のログイン／登録を
タップします。

[ATOMアプリ起動時]

※1「利⽤規約」「プライバシーポリシー」のチェックボックスは、デフォ
ルトでは、チェックが⼊った状態になっています。それぞれのテキストを
タップすると、詳細のページに遷移しますので、内容は必ずご確認くださ
い。

[メール]

確認コードのメール送信元のアドレスは
no-reply@support.atomtech.co.jp
になります。
確認コードが届いていない場合は、迷惑メー
ルフォルダに振り分けされていないかご確認
ください。
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1. はじめに

3. 確認コードを⼊⼒

2.で⼊⼒したメールアドレス宛に、5桁の確認コードが送信されるので、
メールを確認後、⼊⼒します。完了をタップでアカウントカウント作成は
終了です。

[確認コードを⼊⼒]

※確認コードを再送したい場合は、カウン
トが0sにると「確認コード送信」が表⽰さ
れますのでタップして再送して下さい。
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ATOM Camのセキュリティを⾼めるた
めにも、できるだけ複雑なパスワードを
ご登録ください。

※パスワード強度
パスワードの桁数や、組み合わせから、
その強度に3段階で評価をしたものです。
※判定されたパスワードの安全性を保
証するものではありません。⽬安として
お考えください。

︕︕パスワードを忘れた︕︕
パスワードを忘れた際は、こちらから
パスワードを再設定することができます。
⇒詳細は次ページ

■パスワードについてのご注意

1. はじめに

[ATOM アプリ起動時]
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アプリ起動時の画⾯にある「パスワードを忘れた」をタップします。

■パスワードの再設定

確認コードのメール送信元のアドレスは
no-reply@support.atomtech.co.jp
になります。

受信フォルダにない場合は、迷惑メールフォ
ルダなどに⼊っていないかご確認ください。

②登録メールアドレスに届いた
5桁の確認コードを⼊⼒
※カウント内に⼊⼒してください

①登録メールアドレスを⼊⼒し
確認コードを送信

③新しく設定するパスワードを
⼊⼒して完了

1. はじめに

[パスワードを忘れた]

[パスワード再設定確認] [新規パスワード⼊⼒]
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２．セットアップ

ATOMアプリを起動後、登録アカウン
トにログインしたら、中央の“デバイ
スを追加”をタップします。

『追加するデバイスを選択してくださ
い』と表⽰されるので、ATOM Camを
タップします。

[ATOMアプリーログイン後]

カメラ本体のレンズについている
プラスチックフィルムを剥がしてくださ
い。

プラスチックフィルムを剥がさない状態
だと、この後の本体との接続時に使⽤す
るQRコードが上⼿く読取りできません。

[デバイスを追加]
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２．セットアップ

ステップ1︓スマートフォンを2.4gHz Wi-Fiネットワークに接続〜

①アプリの⼿順に従って設定を進めます。

まずは、スマートフォンを普段ご利⽤され
るWi-Fiに接続してください。
※スマートフォン設定でのWi-Fi接続です。

③ATOM Camを①で接続したWi-Fiに接
続します。
Wi-Fiネットワークとパスワードを⼊⼒
し、次へをタップしてください。

※ご注意※
必ず2.4GHz帯のWi-Fiに接続してく
ださい。5GHz帯では接続されません。

[ステップ1ーデバイスを追加]

[ステップ1ーWi-Fiに接続]

②カメラに電源コンセントを接続し、背
⾯にあるステータスライトが⻩⾊に点滅
するまで待ちます。

点滅したら、カメラ底部にあるセット
アップボタンを「接続待ちです」と聞こ
えるまで押し続けます。

聞こえたら、次へをタップします。

ステップ2︓カメラを電源コンセントに接続
し、ステータスライトが 〜
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２．セットアップ

④アプリ画⾯に表⽰されたQRコードをATOM Camでスキャンしま
す。
QRコードを約15〜25cmの間で、カメラ正⾯にかざしてください。

「QRコードを認識しました、しばらくお待ち下さい」と
聞こえたら「次へ」をタップします。

[ステップ1ーQRコードをスキャン] [ステップ1ーQRコード]

☆QRコードが読み込めない場合は、下記をご確認ください。

・カメラの保護フィルムの剥がし忘れ、レンズの汚れがないか
また、スマートフォン画⾯にひび割れがないか

・距離感は適切か
⇒カメラレンズとQRコードの表⽰⾯を、15〜25cmぐらいの間隔で
近づけたり、離したりをゆっくり何度か⾏ってみてください。

・カメラレンズとＱＲコード表⽰⾯に、光が反射していないか
⇒どちらかに光が反射してしている状態だと、うまく読み込めないこ
とがあります。⾓度を調整してみてください。
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２．セットアップ

⑤QRコードが読み込めたら、設定完了
です。

中央の“ATOM Cam”と表⽰されている
部分をタップすると、任意のデバイス名
を⼊⼒することができます。

複数台設置される場合は、設置場所など
わかりやすい名前をつけることをお勧め
いたします。

リビング / ⽞関etc.

[設定完了]

追加されたATOM Cam
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★QRコード読み込み後「接続に失敗しました」と
アナウンスされた場合

下記6つチェック項⽬の内、いずれかが
問題になっている可能性が⾼いです。
①を1つずつご確認ください。

■チェック項⽬

①スマートフォンのWi-Fi接続が、
2.4GHzに接続されているか。

②Wi-Fiのパスワードは正しく⼊⼒され
ているか。
※⼊⼒表⽰の状態での⼊⼒をお勧めしま
す。

③Wi-Fiルータとの距離感を
2m以内で⾏ってみてください。

④スマートフォンの位置情報サービスを
ONにし、アプリ位置情報の利⽤に許可
を与えてください。

⑤Wi-FiのSSID（名前）に⽇本語が含ま
れていると、接続に失敗する場合があり
ます。その場合は、Wi-Fiの設定を変更
し、英数記号のみの名前に変更してくだ
さい。

⑥Wi-Fiの暗号化⽅式がWEP、または
WPA3の場合は接続できません。必ず
WPA/WPA2の暗号化⽅式を使⽤してく
ださい。

⑦ルーターの再起動後、再度初期設定を
お試しください。

[接続に失敗]
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3．初期設定でお困りの時は

ATOM Cam本体背⾯のLEDライトのパターンにより、
どの状態で接続できないかを確認することができます。

②ブルーライト(⻘) イエローライト
（⻩）交互に点滅
⇒ Wi-Fiルータへの接続を試みている状態

①イエローライト（⻩）点滅
⇒QRコードスキャン待ち
※②③の後にこの状態に戻ります。

⓪イエローライト（⻩）点灯
⇒ATOM Cam 電源ON

④ブルーライト（⻘）点灯
⇒設定完了です。

③ブルーライト（⻘）点滅
⇒ Wi-Fiルータには接続したが、

インターネットサーバに試みている状態

① ② ③

②、③のLEDの状態は、⼀定時間経過すると、①のイエローライ
ト（⻩）点滅に戻ります。状態を確認するために、LEDの⾊を⾒
ながらご設定ください。

スマホ ATOM Cam モデム／
ルーター

インターネット

LEDライト点灯／点滅パターン
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★QRコード読み取り〜接続失敗時のLED状態別確認⽅法

【イエローライト（⻩）点灯時】
⇒ ATOM Camの電源ONの時に、OSがフリーズ

●以下の⼿順でファームウェアのインストールを⾏ってください。

1.microSDカード(32GB以下)をパソコンに挿⼊します。

2.ATOM techサポートページ内の「ATOM Camファームウェア」リストより
最新バージョンのファームウェアをダウンロードし、解凍します。
▶サポートページ︓https://www.atomtech.co.jp/support/
ファームウェアのファイル名︓「ATOMCam_XXX.zip」
※バージョンによって「_」以下の名称が異なります。

3.解凍フォルダ内にある「demo.bin」ファイル（ファイル名を変更しないで
ください）をmicroSDカードのルートディレクトリにドラッグアンドドロップ
でコピーします。

4.microSDカードをパソコンから取り出します。

5.ATOM Camを電源から外した状態にします。

6.microSDカードをカメラの下部に挿⼊します。

7.ATOM Camのセットアップボタンを押したままATOM Camに電源を差し込
みます。

8.セットアップボタンを3〜6秒押し続けステータスライトが⻘⾊に点灯したら
セットアップボタンから⼿を離します。
注）このときのLEDライトは、⻘と⻩⾊の両⽅のLEDが同時に点灯しているた
め、明るい⻘⾊に⾒えます。

9. 3〜4分待つとカメラが再起動し、LEDのステータスが変化します。

10.完了するとステータスライトが⻩⾊点滅、または⻘⾊に点灯します。

3．初期設定でお困りの時は

P.15

https://www.atomtech.co.jp/support/


【イエローライト（⻩）点滅時】
⇒ QRコードスキャンできていません。

下記をご確認ください。

● カメラの保護フィルムを剥がしているか、
スマホにひび割れや、汚れがないか確認してください。

●カメラレンズとスマホのＱＲコードの表⽰⾯に、光が反射していないか確認
してください 。
⇒どちらかに光が反射してしている状態だと、うまく読み込めないことがあり
ます。⾓度を調整してみてください。

●QRコードの読み込み距離
⇒15〜30㎝ぐらいの間で、ゆっくりと近づけたり、離したりを繰り返し⾏っ
てみてください。

⇒ iPhone 5などの⼩さい画⾯のスマートフォンの場合は、QRコードのサイズ
が読みにくいため、スクリーンショットを写真フォルダに保存し、拡⼤しても
う⼀度お試しください。

3．初期設定でお困りの時は
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【ブルーライト(⻘)・イエローライト(⻩)が交互に点滅時】
⇒ Wi-Fiのルータに接続できていません。

下記をご確認ください。

● Wi-Fiルータを再起動してみてください。

● 「Wi-Fiに接続」画⾯で⼊⼒または選択したWi-Fi名（SSID）及びパスワード
が正いか確認してください。

注）2.4GHzのWi-Fiに接続しないとセットアップできません。

● Wi-Fiの暗号化⽅式がWPA1、WPA2以外になっていないか確認してください。
注）WPE、WPA3はサポートしていません

● Wi-FiルータのDHCPサービスがONになっていないか
確認してください。
注）固定IPはサポートしていません

● Wi-FiルータでMacアドレス制限をしていないか
確認してください。
カメラ底部のMacアドレスを追加してください。

3．初期設定でお困りの時は
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【ブルーライト（⻘）点滅時】
⇒ Wi-Fiのルータには接続が完了し、インターネットサーバ

に接続を試みている状態です。下記をご確認ください。

● Wi-Fiルータを再起動の上、再度セットアップしてください。

● Wi-FiルータのセキュリティポリシーでATOM Camのインターネットアクセ
スが遮断されている可能性があります。

注）ネットワーク環境にセキュリティアプライアンス(UTM)が設置してある場合、
ルーターからインターネットへの通信が⼀部制御される可能性があります。

● Wi-Fiルータがインターネットに接続していない可能性があります。
スマートフォンなどでWi-Fiルータ経由でインターネットにアクセス可能か確認
してください。

3．初期設定でお困りの時は
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上記をご確認の後、接続ができない場合は、
カスタマーサービスまでご連絡ください。

☆ 別のWi-Fiルータで、再度、初期設定をお試しください

☆ Wi-Fi接続の代わりに、スマートフォンのテザリングを使⽤し、
再度初期設定をお試しください。

注）iPhoneのテザリングで接続する場合のみ、⼆台のiPhoneが
必要になります。

１台⽬︓テザリングをONにする
２台⽬︓ATOMアプリをインストール後、⼀台⽬のテザリングの
Wi-Fiを接続し、カメラの初期設定を⾏います。

Wi-FiのSSID、パスワードを⼊⼒する画⾯で、スマホテザリング
のSSIDとパスワードを⼊⼒し、QRコードを出⼒、ATOM Cam
に読み込ませます。

★QRコード読み取り〜接続失敗時のLEDの状態別確認⽅法
でも上⼿くいかない時は・・・

3．初期設定でお困りの時は
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