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5 月 18 日に発売した新製品「ATOM Cam 2」
販売関連情報【3】
1）販売台数が 2 万台に達したため、特価 2,500 円での早割販売を終了
2）本日 5 月 26 日午前 11 時より、通常価格 2,980 円での予約販売を開始
3）Amazon でも販売を開始、27 日から予約販売にてスタート。
4）早割予約購入者全員に、動体検知・無制限録画サービス 1 ヶ月分を無償提供

IoT 製品を開発・製造販売するアトムテック株式会社（本社：神奈川県横浜

市、代表取締役：青山 純）は、スマートホームカメラの新製品、IP67 完全防

ATOM Cam 2

水仕様の「ATOM Cam 2」（アトムカム ツー）を 5 月 18 日に D2C 自社販売

サイト「ATOM ストア」にて発売し、販売開始後 40 分で初期ロットのうち第
1 次入荷分 5,000 台を完売するなど、好調に推移しています。

アトムテックは本日 26 日、ATOM Cam 2 の販売に関連して次の 4 項目を

発表しました。

●1 5 月 26 日未明に販売累計台数が 20,000 台に達したため、発売記念キャ

ンペーンとして初期 20,000 台に設定した早割特価 2,500 円（税込）での販売

を終了します。

この対象台数については、今月 12 日に行った本製品の新製品発表において、10,000 台としていました。

18 日からの販売で 5,000 台が即時完売し、以降は予約販売にて対応していく状況となり、入荷までお待たせ

する多くのユーザーに購入メリットを提供するため、19 日より 20,000 台に引き上げていました。

●2 早割特価キャンペーンの終了により、本日 5 月 26 日午前 11 時より、通常価格 2,980 円（税込）での
予約販売を D2C 自社販売サイト「ATOM ストア」にて開始します。

●3 ATOM ストア以外で唯一設定している販路 Amazon でも 27 日から予約販売を開始します（通常価格）。
●4 19 日からの早割予約販売による 15,000 台の購入者全員に対し、ATOM Cam「クラウドモーション検

知“無制限”録画サービス」の有料サービス一ヶ月分 500 円（税込）を無償提供します。6 月下旬から予定す
る商品配送の際、購入時に登録したメールアドレス宛にサービス利用クーポン・キーを送付します。

◆この施策は予約購入時に前提とした商品受け取り時期が先に延びることになっても、予約購入をそのまま
とされたユーザーの皆さまに感謝の意を表したものです。

経緯としては 19 日夜に判明し、20 日に対応を発表した、初回出荷分 5,000 台における不具合（赤外線ナ

イトビジョンの画像隅に白く飛んだ部分ができる）への対応が発端です。当該品の既購入者には、手元の製
品はそのままに、再生産後の新品を台数分すべて無償で提供すること、早割予約購入者には出荷が当初予定
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よりも遅れること、その延びることによる注文キャンセルを無料で受け付ける旨を発表しました。

現実にはキャンセルはわずか 32 件にとどまり、予約購入者のほとんどの皆さまにそのまま出荷をお待ち

いただくこととなり大変ありがたく感謝いたすところです。
◆「クラウドモーション検知“無制限”録画サービス」

高感度 CMOS センサーが動体を検知し続ける限り、その動画クリップを時間無制限で自動録画し、クラウ

ドサーバーに 14 日間保存できる ATOM Cam シリーズの有料オプションサービスで、利用料は 1 台あたり月

額 500 円（税込）
。

同じ機能で、録画時間を 12 秒に限定したサービスは ATOM Cam 全機に無償で提供しており、この録画時

間を無制限とするサービスです。赤ちゃんやペットの可愛い行動や、介護の見守りや防災・防犯に繋がる映

像など、12 秒間以後も残しておきたいデータを保存しておくことができ、スマホからいつでも確認できます。
以上

【報道関係からのお問合せ先】
ATOM Cam 広報事務局
（アルサープ内）担当：河端、川口
TEL：03-4405-8773 FAX：050-3737-4443
e-mail：atomtech@alsarpp.co.jp

【一般読者からのお問合せ先】
アトムテック株式会社
ユーザーコミュニティ担当：村井
TEL：050-5362-9197 FAX：045-330-6342
e-mail：pr@atomtech.co.jp

＜参考＞

ATOM Cam 2 の特長
IP67 完全防水、全天候対応型、屋外設置を可能に

防水仕様＋エッジ AI＋カラーナイトビジョン（高感度 CMOS）の 3 要素を揃えた製品
低価格帯を維持し、多機能・高性能をさらに強化した第 2 世代機
【ATOM Cam の第 2 世代機：ATOM Cam 2】初代 ATOM Cam 筐体デザインの基本コンセプトを継承の上、

防水仕様でハードウエアを新開発。防塵・防水性能の国際規格 IP コードで完全防塵・完全防水の IP67 を取

得、設置場所フリーの全天候対応型で、風雨にさらされるどんな場所にも安心して設置可能。

【1080P の高解像度で超高画質の映像】より高感度となった 1/2.9”特大 CMOS イメージセンサーと採光率
を高めた F1.6 レンズで、さらに色鮮やかなカラーナイトビジョンが撮れます。

【２WAY 同時オーディオ】スマートフォンとカメラとの間で、電話通話と同様の双方向リアルタイム音声会

話が可能。留守宅のペットの様子を見ながら話しかけ、リアルタイムで“会話”することができ、ペットを孤独
にしません。介護の見守りに、子供の留守番時などにもとても便利な機能。

ATOM Cam 2、製品ページ：https://www.atomtech.co.jp/series/atomcam2/
同、プロモーション動画：1 https://youtu.be/Pbd20rtH53E
2 https://youtu.be/urmiqc2Tbq0
【アトムテック株式会社について】

アトムテックは、IoT 製品のあるべき姿を追求し、社会に貢献していくことを目的に 2019 年 8 月に設立さ

れたスタートアップベンチャーです。最新技術をリーズナブルな価格で提供することが IoT 普及の鍵とみて、

業界常識を打破した製品開発を期して事業活動を開始。スマートホーム製品でユーザーエンゲージメントの

高い製品を開発し、社会に根付かせ世の中を便利にして、IoT 時代に日本が再び世界をリードしていくこと

を目標としています。
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理念を具現化した IoT プラットフォーム「ATOM Cam」は、2020 年にリリースした当初から市場に受容さ

れ多くの支持を獲得しています。今後もソフトウエア技術力と製品開発力を活かし、ユーザーリクエストに
的確に対応する中で、ATOM Cam を継続進化させ、IoT 世界の普及進展に努めていきます。
＜会社概要＞
会 社 名：アトムテック株式会社（ATOM tech Inc.）
所 在 地：神奈川県横浜市西区高島 2 丁目 11-2 スカイメナー横浜 422
代 表 者：代表取締役 青山 純（あおやま じゅん）
設
立：2019 年 8 月
資 本 金：3,622 万円（2021 年 4 月 1 日付で増資。従来は 900 万円）
事業内容：IoT 製品の開発・製造・販売
オフィシャルサイト：https://www.atomtech.co.jp/
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