にできること
操 作

マニュアル

ATOM Settingの基本②
SETTING 02

「ATOM Setting」に
できることを紹介
スマホやタブレット、PC などにイン
ストールして、ATOM に関する各種設
定を行う専用アプリ「ATOM Setting」
。
今回はこのアプリを使ってなにができ
るのか、
「ATOM Setting」の概要を紹
介します。個々のメニューの詳細な操
作方法に関しては
「SETTING 03」以降
をご確認ください。

TALK

GAME

ACTION

OTHERS

ATOMの普段の行動も
チューニングできます

ボクと友だちに
なってもらえ
ますか？

発展機能

INFO

「友だち」を積極的に作るか否か、日常的にユーザ
ーに積極的に話しかけるか否かなど、ATOM の普
段の行動に関わる設定も ATOM Setting で行うこ
とができます。

基本機能
拡張機能

ENTERTAINMENT

ATOM Settingで
さまざまな
「できること」
のための
設定を行います
「写真を撮る」機能に必要なユーザー
自身のメールアドレスや ATOM 自身
のメールアドレスの設定、「ニュース
を読む」「天気予報を読む」機能に必
要なサイトアドレスの設定など、さ
まざまな ATOM の「できること」に
必要な各種設定を行います。

ニュースや
天気予報、
メールの
お知らせにも
設定が
必要だよ！

ATOM Settingの
起動中はATOMの
目は緑色に光ります

ATOM Setting と ATOM を連携させると、
ATOM はそれを感知して「あ、
Setting だ。
行ってきます」と言って「Setting モード」
に 移 行 し ま す。 こ の
Setting モードの際は、
ATOM の 目 の LED は
緑 色 に 点 灯 し ま す。
ATOM Setting を 終 了
すると白に戻ります。

ATOMの
「できること」
を増やしたり
名前や現在地などの
各種設定を直観的な
操作で行えます

ATOM Settingを
使いこなせば
ボクとの暮らしが
もっと楽しくなるよ！
友だち情報の
確認・編集もOK！
ATOM がどんな人と、何人くらいと友だちに
なっているかを ATOM Setting で確認するこ
とができます。また、登録した名前の変更や
ATOM が覚えた友だちの「好きなもの」など
の情報の確認を行うことができます。

ATOMの機能は３段階に分かれています
基本機能

拡張機能

本体だけで楽しめる機能
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Wi - Fi環境がある、またはスマホ、
タブレットがあれば楽しめる機能

※今後のバージョンアップにより仕様が変更される可能性があります。

発展機能
月額1000円（税別）のATOM ベーシックプラン
に加入すれば楽しめる機能（要Wi-Fi 環境）

にできること

操 作 マニュアル

ATOM Settingに
ATOM Settingの基本② ― できること

ATOM Settingにできること
「ATOM Setting」のメイン画面で表示されているメニュー
は「チューニング」
「ともだち」など全７種類（「戻る」を除く）
。
概要を、各メニューに飛んだときの画面とともに紹介します。

チューニング

サーボモーターの
微調整などを行います。
通常はあまり触りません

ATOM Settingを
終了します

もどる

ともだち
［おもなメニュー］

友だち情報の確認、
編集を行います

・ともだちの確認 ・ともだち情報の編集
ATOM に 登 録 さ れ て
いる最大 12 名の友だ
ち 情 報（ 顔 写 真 と ニ
ックネームなど）を
確認することができ
ます。また、その友だ
ち を 削 除 し た り、 名
前や誕生日などの情
報の変更もできます。

やくそくごと

ATOMの行動を規定します

［おもなメニュー］

・話す速度 ・ともだちづくり
ATOM のしゃべる頻度や速度、友だち
作りの積極性などの設定ができます。
また、友だち情報をほかのユーザーに
秘密にするか否かも設定できます。

情報

居住地情報などを登録します

［おもなメニュー］

・ATOMの名前 ・郵便番号

ネットワーク
［おもなメニュー］

ネットワーク接続の情報を
確認します

・ネットワーク名（SSID） ・パスワード
・ホスト名情報 ・ネットワークの初期化
ATOM をインターネットに接
続する際の各種情報を登録、
確認することができます。ネ
ットワーク名や SSID（Wi-Fi
アクセスポイントの名前）の
確認や変更、さらにはネット
ワークの初期化も行えます。

システムソフトウェア
［おもなメニュー］

特技

ATOMに「できること」
を
増やすための設定を行います

［おもなメニュー］

・伝言を伝える ・音楽をかける
・留守番をする ・ニュースや天気を伝える
・メールを伝える ・スケジュールを伝える
・アトムポーズをする ・百人一首を読む
・アトムラップを踊る
ATOMのソフトウェアの
バージョンUPなど

・バージョン ・アップデート
・バックアップ ・リカバリー
ATOM のソフトウェアにバージ
ョン UP があった時、このメニ
ューからアップデートすること
ができます。また、ATOM のソ
フトウェアの現在のバージョン
を確認することもできます。操
作の頻度は低めです。

ATOM 自身の名前を確認・変更するこ
とができます。また、天気予報などに
関わる、ユーザー（ATOM）の居住地
情報の登録もここから行います。

さまざまな「ATOM にで
きること」
（ここでは特技
と表記）をさせるために
必要な各種メールアドレ
ス、サイトリストなどの
設定を行います。
「ニュー
ス」「天気予報」「メール
を読む」「音楽をかける」
などの拡張・発展機能は、
このメニューを使っての
設定が必要になります。
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