
ATOM Sensorユーザーマニュアル
マニュアルVer.2.0
対応アプリVer.1.7.21

※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。 1
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本体説明 〜ドングル〜

3

・ステータスライト

色の変化によって状態
がわかります。

・USBコネクタ
ATOM Camに接続
します。

ドングル



接続設定⽅法 〜ドングル〜

4

ホーム画面より
デバイス追加をします。
（プラスのアイコン）

「ATOM ドングル」をタップします。



接続設定⽅法② 〜ドングル〜

5

左図のようにドングルをATOM Cam
のUSBポートへ挿入します。

追加されると左の画像の表示に
変わります。

・ドングルの名前を変更する事がで
きます。（入力しなければ「ATOM
ドングル」の状態です。）

・続けてセンサーを追加する場合に
タップします。

・別の操作をする場合にタップしま
す。



ホーム画⾯について 〜ドングル〜

6

「ATOM ドングル」をタップします。

設定
→ドングルに関する各設定が出来ます。

デバイス追加
→センサーの追加が出来ます。

並び替え
→登録デバイスの並び替えが出来ます。

各デバイスの状態画面へ移動します。



設定 〜ドングル〜

7

ドングルのデバイス名を変更できます。

ステーライト点滅をするかどうかを設定し
ます。（下の画面参照）

Macアドレスやバージョンを確認できます。

登録したドングルを削除します。



設定 〜ドングル〜

8

Macアドレス、デバイスモデル名を確認
する事ができます。

ドングルのファームウェアのバージョン
が最新かどうかを確認する場合は、
「＞」をタップします。

画面が切り替わり、左の画面のようにな
ります。



本体説明 〜開閉センサー〜

9

・ステータスライト

センサーが感知した時や、
接続設定を行う際に赤く
点灯します。

・リセットボタン

異常が発生した場合や、
初期設定時に使用しま
す。

この部分が接触、または
離れるとセンサーが作動
します。

開閉センサー



接続設定⽅法 〜開閉センサー〜

10

開閉センサーをタップします。

アプリの画面の通り、センサーの

ステータスライトが３回点滅するまで
リセットボタンを押し続けます。
（色は赤色のみです）



接続設定⽅法② 〜開閉センサー〜

11

ペアリングに成功すると、画面が
自動的に遷移します。

追加完了です。

開閉センサーの名前を変更する事が
できます。

ホーム画面へ戻ります。



各種操作説明 〜開閉センサー〜

12

開いている、閉まっている事を
この画面で確認が出来ます。

歯車のアイコン
→開閉センサーの各設定

ログ
→下の画面のように、何時にセンサー
が反応したか確認が出来ます。



各種操作説明 〜開閉センサー〜

13

デバイス名
→開閉センサーのデバイス名を変更できま
す。

実行条件を設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定
が出来ます。

デバイス情報
→Macアドレスやネットワークの状態など
を確認出来ます。

デバイスを削除
→登録した開閉センサーを削除します。

●実行条件
「開いたときにのみ記録」
→開いたと感知時に通知がきます。
「開いたときと閉じたときの両方を記録」
→開閉の感知時に通知がきます。

●連動設定
「連動するカメラを録画」
→実行条件の設定に則りクラウドへ保存さ
れる12秒動画を録画するかの設定です。



各種操作説明 〜開閉センサー〜
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Mac
→開閉センサーのMacアドレスです。

デバイスモデル
→機器名の表記をしています。

バッテリー残量
→電池の残量を表記しています。

ネットワーク
→WiFiの受信度合いを表記しています。

ドングルMacアドレス
→連動されているドングルのMacアドレスが
わかります。



本体説明 〜モーションセンサー〜

15

モーションセンサー

・リセットボタン

異常が発生した場合や、
初期設定時に使用しま
す。

・ステータスライト
モーションを’センサーが
感知した時や、接続設定を
行う際に赤く点灯します。

ボタン電池で作動して
おりますので、

この部分から開けて交換
をしてください。



接続設定⽅法① 〜モーションセンサー〜
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モーションセンサーをタップします。

アプリの画面の通り、センサーの

ステータスライトが３回点滅するまで
リセットボタンを押し続けます。
（色は赤色のみです）



接続設定⽅法② 〜モーションセンサー〜

17

ペアリングに成功すると、画面が
自動的に遷移していきます。

追加完了です。

モーションセンサーの名前を変更する
事ができます。

ホーム画面へ戻ります。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜

18

モーションの有無、明るさをこの画面
で確認が出来ます。

歯車のアイコン
→開閉センサーの各設定

ログ
→下の画面のように、何時にセンサー
が反応したか確認が出来ます。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜

19

デバイス名
→モーションセンサーのデバイス名を変更
できます。

実行条件を設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定
が出来ます。

デバイス情報
→Macアドレスやネットワークの状態など
を確認出来ます。

デバイスを削除
→登録したモーションセンサーを削除しま
す。

●実行条件
「動きがあったときだけ記録する」
→動体検知時に通知がきます。
「動きがあったとき及び消えたときに記録
する」
→動体検知時、非検知時に通知がきます。

●連動設定
「連動するカメラを録画」
→実行条件の設定に則りクラウドへ保存さ
れる12秒動画を録画するかの設定です。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜

20

デバイス名
→名前の変更が出来ます。

Mac
→モーションセンサーのMacアドレスです。

デバイスモデル
→機器名の表記をしています。

バッテリー残量
→電池の残量を表記しています。

ネットワーク
→WiFiの受信度合いを表記しています。

ドングルMacアドレス
→連動されているドングルのMacアドレスが
わかります。



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

右上の⻭⾞アイコンをタップするとメッセ
ージ「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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ステータスランプについて

〜ドングル〜

■⻩⾊点灯
→デバイスが通電した時、認証失敗時（デバイス追加失敗）、
ドングルを削除した時

■黄色青色交互点滅
→ドングル追加中

■青色点灯

→ドングル追加完了時（認証完了）、
センサー追加完了時、失敗時、タイムアウト時

■青色点滅
→センサー追加中（アプリよりセンサー追加をタップした後）

〜開閉・モーションセンサー〜

■⾚⾊１回点滅
→デバイスが通電した時、またはセンサーが作動した時

■⾚⾊３回点滅
→接続待ち

■１０秒間で⾚⾊３回点滅
→電池の残量不⾜
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ヘルプとサポート 〜問い合わせ⽅法①〜

アプリのアカウント画⾯より、
「ヘルプとサポート」をタップします。
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該当のデバイスをタップします。



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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