
ATOM Sensor V2ユーザーマニュアル

マニュアルVer.4.2.1
対応アプリiOSVer.2.0.6〜  

AndroidVer.2.1.9〜  
 

※ATOM Sensor V2はATOM Sensorと互換性はございません。  
※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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本体説明 〜ドングル〜

3 

・ステータスライト (背面)
色の変化によって状態がわ
かります。

・リセットボタン (背面)
初期設定やリセットの際に
押して頂きます。

・USBコネクタ
電源アダプターに
接続します。

　  　ドングル  



接続設定方法① 〜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）

「Gateway」をタップしていただき、
「ATOM ドングル2」をタップします。



接続設定方法② 〜ドングル〜

5 

・ドングルのリセットボタンを
ステータスライトが黄色点滅するまで
長押ししてください。
点滅したら「次へ」をタップします。

・接続可能なWi-Fi一覧が表示されます
ので、ドングルを接続する Wi-Fiを選択
します。

※2.4GHzのWi-Fiのみ対応しております
ので、2.4GHzのWi-Fiのみ表示されま
す。

・Wi-Fiの パスワードを入力し
「次へ」をタップします。  

※英大文字小文字、  数字、記号を間
違いがないように入力してください。  



接続設定方法③ 〜ドングル〜

6 

ドングルがWi-Fi、インターネットに接続
を 行っておりますので、お待ちくださ
い。 

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2」の状態です。）

・ホーム画面へ戻ります。



ホーム画面について 〜ドングル〜

7 

「ATOM ドングル」をタップします。

ドングルに関する各設定ができます。

各デバイスの接続状態を確認できます。



ステーライトが点滅をするかどうかを設定しま
す。

接続Wi-Fiをリセットし再度初期設定を行いま
す。

ドングルのデバイス名を変更できます。

Macアドレスやバージョンを確認できます。
(ページ下部参照 )

カスタマーサポートへお問い合わせができま
す。(詳細は36ページをご覧ください )

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、製品型番を確認する事ができ
ます。

接続Wi-Fi

電波状態

ＩＰアドレス

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。

プラグインバージョン



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 (側面)
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① 〜開閉センサー〜
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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）

「Sensor」をタップしていただき、
「ATOM 開閉センサー2」をタップします。

開閉センサーのリセットボタンを、ステー
タスライトが赤色点滅するまで長押しして
ください。



接続設定方法② 〜開閉センサー〜

11 

開閉センサーがスマートフォンと接
続を行っておりますので、
スマートフォンのBluetoothをオンにし
てお待ちください。
接続に成功すると、画面が自動的に
遷移します。

追加されると左の画像の表示に
変わります。

・開閉センサーの名前を変更する事が
できます。
（入力しなければ「 ATOM開閉センサー
2」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。

・ホーム画面へ戻ります。



各種操作説明 〜開閉センサー〜

12 

「ATOM 開閉センサー2」をタップします。

歯車のアイコン
→開閉センサーの各設定

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。

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〜
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警報設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定
が出来ます(詳細は次ページをご覧ください )

バッテリー管理
→バッテリー残量

ステータスライト
→ステーライトが点滅をするかどうかを設定し
ます。

デバイス名前
→開閉センサーのデバイス名を変更できま
す。

プッシュ通知
→「プッシュ通知」のオン／オフの変更ができ
ます。 
 
シェア（共有機能）  
→他のATOMアプリアカウントに共有ができま
す(詳細は39ページをご覧ください)  

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。
(詳細は15ページをご覧ください)

ヘルプとフィードバック
→カスタマーサポートへお問い合わせができま
す。(詳細は36ページをご覧ください )

デバイスを削除
→登録した開閉センサーを削除します。



各種操作説明 〜開閉センサー〜
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「開いたときにのみ記録」
→開いたと、感知した時に通知がきます。

「閉じたきにのみ記録」
→閉じたと、感知した時に通知がきます。

「長時間閉めていない時通知」
→設定した時間、開閉センサーが閉められて
いない場合に通知が来ます。
(1分から60分まで設定可能です )

「長時間未検出する際に通知」
→設定した時間、開閉センサーが未検出だっ
た場合に通知が来ます。
(1日から7日まで設定可能です )

「カメラと連携録画」
→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。
また、連携したいカメラにチェックマークを付け
ることで連携するカメラを選択できます。

「正常状態へ戻る際に通知」
→「開いたときにのみ記録」「閉じたときにのみ
記録」のどちらかのみの項目をオンに設定した
場合、オンに設定した項目が正常に戻った場
合に通知がきます。

※例)「開いたときにのみ記録」のみオンにして
いた場合、閉じた際に通知がきます。

※「開いたときにのみ記録」「閉じたときにのみ
記録」どちらもオンにしていた場合には、こちら
をオンにしても通知はきません。



各種操作説明 〜開閉センサー〜
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製品型番
→機器名の表記をしています。

MAC
→開閉センサーのMacアドレスです。

Bluetooth信号強度
→Bluetoothの接続度合いを表記しています。

ファームウェアバージョン
→開閉センサーのファームウェアバージョンを
下記画像が表示され確認できます。

プラグインバージョン



本体説明 〜モーションセンサー〜
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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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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）

「Sensor」をタップしていただき、
「ATOM モーションセンサー 2」をタップしま
す。

モーションセンサーのリセットボタンを、ス
テータスライトが赤色点滅するまで長押し
してください。



接続設定方法② 〜モーションセンサー〜
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モーションセンサーが
スマートフォンと接続を行っておりま
すので、スマートフォンの Bluetoothを
オンにしてお待ちください。
接続に成功すると、画面が自動的に
遷移します。

追加されると左の画像の表示に
変わります。

・モーションセンサーの名前を変更する
事ができます。
（入力しなければ「 ATOMモーションセン
サー2」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。

・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〜
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「ATOM 開閉センサー2」をタップします。

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
→モーションセンサーの各設定

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。

モーションのログです。

照明（明暗）のログです。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜
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警報設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定
が出来ます。
(詳細は次ページをご覧ください)

バッテリー管理
→バッテリー残量

ステータスライト
→ステーライトが点滅をするかどうかを設定しま
す。

デバイス名前
→モーションセンサーのデバイス名を変更できま
す。

プッシュ通知
→「プッシュ通知」のオン／オフの変更ができます。

シェア（共有機能）  
→他のATOMアプリアカウントに共有ができます(詳
細は39ページをご覧ください)  

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。
(詳細は22ページをご覧ください)

ヘルプとフィードバック
→カスタマーサポートへお問い合わせができます。
(詳細は36ページをご覧ください )

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。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜
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動きを検出した際に通知
→動体検知時に通知がきます。

カメラと連携録画
→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。
また、連携したいカメラにチェックマークを付け
ることで連携するカメラを選択できます。

正常状態へ戻る際に通知
→モーション検知が行われなくなった際
(非検知時)に、通知がきます。



各種操作説明 〜モーションセンサー〜
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製品型番
→機器名の表記をしています。

MAC
→モーションセンサーの Macアドレスです。

Bluetooth信号強度
→Bluetoothの接続度合いを表記しています。

ファームウェアバージョン
→モーションセンサーのファームウェアバー
ジョンを下記画像が表示され確認できます。

プラグインバージョン



本体説明 〜温湿度センサー〜
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温湿度センサー  

・リセットボタン (側面)
異常が発生した場合や、
初期設定時に使用しま
す。

・接続マーク
温湿度センサーが
スマートフォンと接続できてい
るか確認ができます。

・バッテリー残量
温湿度センサーのバッ
テリー残量が表示され
ています。

・温度
現在の温度が表示
されています。

・湿度
現在の湿度が表示さ
れています。



接続設定方法① 〜温湿度センサー〜
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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）

「Sensor」をタップしていただき、
「ATOM 温湿度センサー2」をタップします。

温湿度センサーのリセットボタンを、画面
の接続マークが点滅するまで長押ししてく
ださい。



接続設定方法② 〜温湿度センサー〜
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温湿度センサーがスマートフォンと
接続を行っておりますので、スマート
フォンのBluetoothをオンにしてお待
ちください。
接続に成功すると、画面が自動的に
遷移します。

追加されると左の画像の表示に
変わります。

・温湿度センサーの名前を変更する事
ができます。
（入力しなければ「 ATOM湿温度セン
サー2」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。

・ホーム画面へ戻ります。



各種操作説明 〜温湿度センサー〜
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「ATOM 温湿度センサー2」をタップしま
す。

現在の温度・湿度をこの画面で確認が出
来ます。

歯車のアイコン
→温湿度センサーの各設定
(詳細は28ページをご覧ください)

温度(℃)/湿度(％)
→直近の一時間毎の温湿度を確認出来
ます。

履歴
→温湿度の履歴を確認が出来ます。
(詳細は次ページをご覧ください)



各種操作説明 〜温湿度センサー〜
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日
→1日の温湿度の変化を確認できます。

月
→1ヵ月の温湿度の変化を確認できま
す。

半年
→半年間の温湿度の変化を確認できま
す。



各種操作説明 〜温湿度センサー〜
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温度単位
→温度単位を「℃」「℉」の、どちらで表記するか設
定できます。

バッテリー管理
→バッテリー残量

警報設定
→感知する条件とATOM Camとの連動設定
が出来ます。
(詳細は次ページをご覧ください)

デバイス名前
→温湿度センサーのデバイス名を変更できます。

プッシュ通知
→「プッシュ通知」のオン／オフの変更ができます。

シェア（共有機能）  
→他のATOMアプリアカウントに共有ができます(詳
細は39ページをご覧ください)  

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。
(詳細は30ページをご覧ください)

ヘルプとフィードバック
→カスタマーサポートへお問い合わせができます。
(詳細は36ページをご覧ください )

デバイスを削除
→登録した温湿度センサーを削除します。



各種操作説明 〜温湿度センサー〜
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高温警報
→温度が50℃より高い場合に通知がきます。

カメラと連携録画
→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。
また、連携したいカメラにチェックマークを付け
ることで連携するカメラを選択できます。

正常状態へ戻る際に通知
→快適ゾーン外から、設定した「温度範囲」「湿
度範囲」内に戻ったときに通知がきます。

快適ゾーン外の通知
→「温度範囲」と「湿度範囲」を設定した範囲を
超えた場合に通知がきます。

温度範囲
→-10℃から60℃まで設定できます。

湿度範囲
→0％から99％まで設定できます。



各種操作説明 〜温湿度センサー〜
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製品型番
→機器名の表記をしています。

MAC
→温湿度センサーの Macアドレスです。

ファームウェアバージョン
→温湿度センサーのファームウェアバージョン
を下記画像が表示され確認できます。

プラグインバージョン



　メッセージセンター 

ホーム画面「その他」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。  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メッセージセンターにアプリから通知され
たものがない場合、「その他」ではなく
「設定」と表示され、 33ページの通知設
定画面に遷移します。

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：各種検知の通知やデバイスの共有通知な
ど 
 
 
 



　メッセージセンター　〜通知の消し方〜 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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 は画面右上の「すべて
選択」をタップします。  

上記の画面の「削除」をタップすると  
「削除」画面が表示されますので、  
「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  
「イベント」画面から削除していただく必要が
ございます。 
 



　メッセージセンター　〜通知設定〜 

ホーム画面右上のアイコンをタップします。  

 

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。  
 
「デバイス通知」「システム通知」は  
次ページに記載 
 
 
「時間帯検出」は任意で設定が可能です。  
 
「繰り返す」は曜日ごとの設定が可能です。  
 

33 



　メッセージセンター　〜個別通知設定〜 

デバイス通知管理 
 
「デバイス通知」をオンにすると、  
登録デバイスが下に表示されます。  
 
個別で通知のオンオフの設定ができます。  

34 

システム通知管理 
 
「通知共有」はデバイス共有を行う際の、  
「デバイス共有招待がありました」という  
通知を表示するかどうかの設定です。  
 
「通知共有」をオンにすると、  
共有招待された際に通知が届きます。  



　ステータスランプについて　 

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

■黄色青色交互点滅
→ドングル起動中

■青色点灯
→ドングル正常動作中、セットアップ完了時（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
→センサー検索・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・温湿度センサー〜  

 
■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〜

アカウントメニュー内の【ヘルプ】をタップしま
す。 

 
該当デバイスをタップします。  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ヘルプとサポート 〜問い合わせ方法②〜

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」をタップします。  

発生している問題に近い項目をタップします。  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ヘルプとサポート 〜問い合わせ方法③〜

必要事項を入力し、【送信する】をタップしてく
ださい。 
 
 
※メールアドレス入力欄には、現在ご利用さ
れているメールアドレスをご入力してください。  
メールアドレスのご入力が無い場合や、入力ミ
スがある場合、カスタマーサポートからお問い
合わせのご回答ができませんのでご注意くだ
さい。 
 

38 

【フィードバックを送信済み】と表示
されたら、お問い合わせ完了となり
ます。



デバイスの共有方法①　〜共有をする〜

下部の【デバイスを共有】をタップします。  

共有するデバイスをタップしていただくか、す
べてのデバイス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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共有方法を選択します。  
共有先のアカウントの種類によって共有方法
が異なりますので、共有先アカウントについて
下記をご確認の上ご選択ください。  
 
【メール共有】 
ATOMアプリでメールアドレスとパスワードを
作成したアカウントのみ利用できます。  
 
【ユーザーIDの共有】  
AppleIDでログインしている場合、もしくは
Soracomユーザー様の場合はメールアドレス
共有は使用できませんので、こちらをご選択く
ださい。 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デバイスの共有方法②　〜共有をする〜

⬇共有先のメールアドレスもしくはユーザーID
を入力します。 
「デバイスを共有」をタップすると、複数名入力
できるようになります。  



共有先のメールアドレスまたはメールIDを入
力したら、画面下部の【共有】をタップすると入
力したアカウント先に共有承認の通知が表示
されます。 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デバイスの共有方法③　〜共有をする〜

共有をやめたい場合は、「共有をキャンセル」
をタップすると、共有を中止する事ができま
す。 
続けて共有したい場合は、再度「デバイスを共
有」から始めてください。  



他者のATOMアプリアカウントから共有を受け
たカメラは【承認】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】をタップする事ができ
ます。 
 
【承認】をタップした後は、すぐに共有を受ける
ことができ、表示も変わります。  
 
 

【スキップ】をタップしたあと 
確認画面が表示され、「確認」をタップすると
共有を受けません。  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デバイスの共有方法④　〜共有を受ける〜



共有を承認をしたあとは左の画像のようにな
ります。 
共有を受けることを止める場合は、「承認を
キャンセル」をタップする事で共有を止める事
が可能です。 

承認後ホーム画面へ戻ると、共有を受けた  
デバイスが一覧に表示されるようになります。  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デバイスの共有方法⑤　〜共有を受ける〜


