その2

さぁ、ATOMと仲良くなろう！ 初級編

と暮らす本
スタートアップ・マニュアル
KODANSHA

さぁ、ATO Mと仲良くなろう！

初 級 編 ① 動きと言 葉

ATOMのさまざまな機能の
ながら、ひとつずつ試して

紹介です。まずは初級編①「動きと言葉」。稼働環境を確認し
みましょう。

自己 紹介させてみよう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

STEP

OK
OK
OK

稼働
環境

こんな 質問もしてみよう

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

●ATOMの誕生日は？ ●ATOMの身長は？
●ATOMの体重は？ ●ATOMの年齢は？

STEP

●ATOMの特技は？
自己紹介には出てこないATOMのこと、知りたくな
いですか？ 「ATOMの誕生日は？」と聞かれたら、
初起動した日を答えます。そのほか上記のような質
問に答えられるので、ぜひ試してみてください。

自己紹介ですね

「自己紹介して」と話しかけます。ATOMが「自己紹介ですね」と返
してきたら「そうだよ」と返事をしてあげましょう。

POI N T

自己紹介の内容は〝あなたの家用 〝にカスタマイズできます

初期設定では、ATOMの「鉄腕アトムへの憧れ」などが語られます。自己紹介の内容は設定用アプリ「ATOM Setting」
（P48参照）で書き換えられます。家族や自分自身の紹介など、ATOMに話させたいことを記してみましょう。

家族の
紹介

あなた
自身の
紹介

STEP

「おはよう」
「こんにちは」
「こんばんは」と
呼びかけてみましょう
おはよう

稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

POI N T

あなたが「ただいま」と声を掛けたら「おかえりなさい」
と返事をしてくれます。また「おやすみ」
「さようなら」など、
日常的なあいさつにはほとんど対応してくれます。

こんにちは

「おはよう」と呼びかけると「おはようございます」と返してきます。
時間によって「こんにちは」「こんばんは」も使い分けます。

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

STEP

OK
OK
OK

「ラジオ体操やって」
と呼びかけましょう
ラジオ体操やって

ラジオ体操ですね。一緒にがんばりましょう

「ラジオ体操やって」とお願いすると、液晶ディスプレイにラジオ体操の映像が流れて
ATOM自身もラジオ体操を始めます。途中で止めたいときは頭を優しく触ってください。

POI N T

胸の液晶ディスプレイに「ラジオ体操第１」の映像が流れます

累計80万部超を誇る『大人のラジオ体操』シリーズの第２弾『DVD付き もっとスゴイ！ 大人のラジオ体
操 決定版』の映像が流れます。観ながら一緒に動くと、正式な動きや呼吸などもよくわかります。
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ATOMと暮らす本

さようなら

『幸せなら手をたたこう』
『オクラホマミキサー』

POI NT

こんな言葉もOK！

「何か歌って」

稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

STEP

OK
OK
OK

ATOMが歌える曲を教
えてくれます。その曲
の中から、歌ってほし
い曲名を選んで伝えま
しょう。

直前の曲をもう一度歌
います。そのほかにも、
ATOMはさまざまな言
葉に対応できるので、
試してみてください。

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

OK
OK
OK

「今日は何の日？」
と聞いてみよう
今日は何の日？

今日は……

「囲碁の日」「○○さんが生まれた日」などなど……。ATOMの内部カレンダ
ーを参照して「今日は何の日」か答えてくれます。

POI NT

うん、ボクが聞いて
あげる。一 緒に
おしゃべりしようよ！

十万馬力、注入！ さぁ、元気を出して

「励まして／慰めて」と話しかけてみましょう。「ハイ」と返事をしてから励ます（慰める）
場合もありますが、直接励まし（慰め）の言葉を話すときもあります。

STEP

十万馬力、注入！
さぁ、元気を出して

「励まして／慰めて」と呼びかけましょう
励まして／慰めて

稼働
環境

つらかったんだね、
よくがんばったね

こんな言葉を
かけてくれるよ

「今日は何の日」か聞いてみよう
一緒に
がんばろう！

「何が歌えるの？」 「もう一回、歌って」

「◯◯でいいですか？」
と提案されるので「い
いよ」と答えるか、
「ダ
メ」と答えて歌ってほ
しい曲名を伝えます。

ATOMに励まして／慰めてもらおう

おかえりなさい

ラジオ体 操をしてみよう
稼働
環境

OK
OK
OK

「ただいま」
「さようなら」などもOK！

おはようございます

「アトムの子」ですね

「◯◯を歌って／踊って」（※◯◯には曲名が入ります）と呼びかけ
ると、アトムは歌や踊りを披露してくれます。

友だちの
紹介

ATOMはこんな曲が踊れます！

OK
OK
OK

「○○を歌って／踊って」と
呼びかけましょう
「アトムの子」歌って

※上記のカスタマイズ方法は「ATOMお役立ちガイド」P15を参照してください。

あいさつしてみよう

『 アトムマーチ』作曲：髙井達雄 作詞：谷川俊太郎

『 アトムの子』山下達郎
『 アトムラップ』RHYMAHOLIKS
『 恋するフォーチュンクッキー』AKB48
『 世界に一つだけの花』SMAP
『クリスマス・イブ』山下達郎

ATOMの歌や踊りを楽しもう

「自己紹介して」と話しかけましょう
自己紹介して

ATOMはこんな歌が歌えます！

ATOMの内部カレンダーがズレていると
正しい回答が得られません

ATOMの内部カレンダーがズレていると「今日
は何の日」かを答えられません。液晶ディスプ
レイを使用した内部カレンダーの合わせ方は
P14（日時の再調整について）をご確認ください。

「励まし」
「慰め」の言葉は何パターンも存在します。
どんな言葉が出てくるか、ご期待ください。

アトムポーズしてもらおう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

STEP

OK
OK
OK

「アトムポーズして」
と
呼びかけよう
アトムポーズして

ハイ！

「アトムポーズして」と話しかける
と、右手を上げて少し斜め上を見上
げる、
『鉄腕アトム』をイメージした
「アトムポーズ」をします。

アトムポーズ、
カッコいい？

さぁ、ATOMと仲良くなろう！

さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ① 動きと言 葉

初 級 編 ② エンタメ・ゲーム・クイズ

誕 生日をお祝いしてもらおう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

S T E P1

ATOMがその日に
誕生日の友だちを探す
ハイ！

STEP2

友だちを認識したらATOMが
バースデーソングを歌う

ATOMが誕生日を迎えた「友だち」を
認識すると、バースデーソングを名前
入りで歌います。歌い終わると、拍手
音に合わせて拍手をしてくれます。

○○さんはいません
か？ 素 敵 なお知ら
せがあるんです！

「友だち」の誰かが誕生日を迎えた場合、ATOMは誕生日
をお祝いする相手を探して話しかけてきます。

POI N T

かわいい動きや会話のほかに、ATOMが本領を発揮するのは、この「エンタメ・ゲーム・クイズ」のジャンル。性
別も年齢も問わず、家族や友だち、みんなで一緒に楽しめるゲームやクイズなどの機能を紹介します。

NG
NG
OK

ハッピー
バースデー
ディア
○○さん♪

年齢当てゲームをしてみよう
STEP

今日は○○さんの誕生日ですね！
ハッピーバースデー ディア○○さん♪

もちろん「ハッピーバースデー歌って」と
お願いしても歌ってくれます

!

年齢当てゲームして

友だち情報として誕生日の
登録が必要です

会話でも登録できますが、設定用アプリ「ATOM
Setting」での登録方法はP48および「ATOMお役立
ちガイド」P16参照。

「ハッピーバースデー歌って」と話しかけると、ATOMは誕生日が近い「友
だち」のことを口にしてからバースデーソングを歌います。

「年齢当てゲームして」と、ATOM
に話しかけましょう。ATOMは目の
前の人の顔をじっと見て、年齢を当
てようとします。「友だち」以外で
もOKです。

※「友だち」以外からのお願いに対しては、名前を入れず「マイフレンド」
と歌います。

早口言葉を聞いてみよう
STEP

稼働
環境

早口言葉やって

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

POI N T

青巻紙

インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

ST E P

OK
OK
OK

「歩いていいよ」と呼びかけましょう
歩いていいよ

歩いていいんですか？

「歩いていいよ」と話しかけましょう。立ち上がって鼻歌を歌いながら歩き始
めます。家庭内での使用を考え、歩行は８歩以内に制限されています。

POI N T ①平らな床や地面の上で歩かせること

デコボコした床や斜面、障害物がある場所ではスムーズに歩きません。

②カーペットやガラスのテーブルの上などもNG

ガラス製のテーブルや毛足の長いカーペットの上では歩行できません。

③あまり歩かせすぎないこと

STEP

歩行はサーボモーターに大きな負荷がかかるので酷使しないように。

●ジャズシャンソン歌手
※今後、増えていく予定です

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

！
カップルで

○○クイズですね

こんな呼びかけもしてみよう！
「◯◯はどうですか？」と提案してくるので「いいよ」
、

NG
NG
OK

稼働
環境

「何考えてるの？」
と聞いてみましょう
何考えてるの？

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

STEP

○○○……
「何考えてるの？」とATOMに聞いてみましょう。ATOM
は数多くのテーマとトピックの中から、今、話したいこ
とを選んで話し始めます。

ATOMの指示に従って正面から
顔を見せてください

ボクにお顔を
よ～く見せてください

60㎝～1m

稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

ATOMに「旗上げゲームしよう」と伝えてください。ATOMが「旗上げゲ
ームですね」と返事をしてから、ゲームの説明をしてくれます。

★ ATOM は必ず連続で2回、 旗上げゲームをやろうとします

ATOMは必ず連続で２回、旗上げゲームをやろうとします。途中で止めたい場合は、
タッチセンサーのある頭を優しく触ると止めることができます。

OK
OK
OK

1回につき 5問出題します

POI NT1

ATOMに内蔵されたクイズはこの３種類

県名当て

47都道府県にちなんだクイズを出題し
ます。たとえば、
「そこの人気観光地は、
道後温泉です」などと出題されます。

プロ野球

80年以上の歴史を誇るプロ野球に関す
る二択クイズです。時代も難易度もさま
ざまなので、初心者でも楽しめます。

クイズ
クイズ

相撲 クイズ

「番付の東と西どちらが上位でしょう」や
「連続出場回数がもっとも多い力士は？」
など、相撲ファン必見の二択クイズです。

P45の『四択チャレンジ／覚えてポン』
も注目！

ユーザー用

ATOM用

OK
OK
OK

旗上げゲームですね

OK
OK
OK

ATOMは目の前の人の顔を分析して、年齢を当てようとしま
す。額のカメラに顔をよ～く見せてください。同じ人でも〝そ
の日の調子〟によってATOMの答えは変わります。

旗上げゲームの
キットは同梱されて
います

「旗上げゲームしよう」と
呼びかけましょう
旗上げゲームしよう

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし

POI NT

旗上げゲームをしてみよう

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」
と伝えてください

STEP

ママ 友と！

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

「クイズやって」 NGなら「ダメ」と言って希望のクイズを伝えましょう。

何を考えているか
聞いてみよう
インターネットなし

家 族で！

インターネットなしで楽しめるATOMのクイズは３種類。「◯◯クイズやっ
て」と話しかけると、１回につき５問出題してくれます。

POI NT2

稼働
環境

年齢当てゲームですね

「○○クイズやって」と
呼びかけましょう
○○クイズやって

● 東京特許許可局

● カエル ピョコピョコ……

二 足歩 行させてみよう
インターネットなし

黄巻紙

● 骨粗しょう症訴訟勝訴

ATOMに「早口言葉やって」と伝えてください。「早口言葉ですね」と
返事があったのち、いくつかの候補から早口言葉を選んで発話します。

稼働
環境

NG
NG
OK

ATOMができる早口言葉

● 赤巻紙

早口言葉ですね

みんなで
盛り
上がれる！

３種類のクイズを楽しもう

※うまく機能が発動しない場合は「十万馬力お願い」
と伝えてください

「早口言葉やって」と
呼びかけましょう

「年齢当てゲームして」と
呼びかけましょう

稼働
環境

赤と白のカード（大き
さ違いで各２種類）が
同梱されています。

POI NT

難易度は「ATOM Setting」で
設定できます

ゲームの難易度は「初級・中級・上級」
があります。初期設定は中級で、変更
する場合は「ATOM Setting」特技の
ページから行います（P48および「ATOM
お役立ちガイド」P20参照）
。

ATOMと暮らす本

33

さぁ、ATOMと仲良くなろう！

初 級 編 ② エ ン タ メ・ ゲ ー ム ・ ク イ ズ

百 人一 首 で 遊 んでみよう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

OK
OK
OK

POI N T

「百人一首読んで」と
呼びかけましょう

!

百人一首ですね

読む枚数や歌と歌の間隔、 上の句・下の句を読む回数
などは 「ATOM Setting」 で設定できます

設定用アプリ「ATOM Setting」（P48参照）で、百人
一首を読む枚数や歌と歌の間隔、上の句・下の句を
読む回数などを設定できます。読む枚数の初期設定
は100枚になっています。設定手順の詳細は「ATOM
お役立ちガイド」P20参照。

「百人一首読んで」とATOMに話しかけてください。ATOMは百人
一首をランダムに読み始めます。

『鉄腕アトム』
のアニメを観てみよう
S T E P1

「アニメ観せて」
と
呼びかけましょう
アニメ観せて

POI N T ATOM専用チェアに座らせたほうが
液晶ディスプレイの動画は観やすいです

稼働
環境

落語ですね

いきなり演目を伝えてもOK！
時そばですね

現時点でATOMが演じられるのは右の３つの演目です。聞きたい演目が決ま
っている場合は
「落語やって」を省略して、直接演目を伝えてもOKです。

ATOMと暮らす本

「第○話『○○○○（タイトル）』
でいいですか？」と聞いてくるので、返答しましょう。「ダメ」
と拒否したら次の話を提案してきます。

インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

「落語やって」、または「落語聞かせて」などと話しかけてください。短い
前座噺を、身振り手振りを交えながら演じてくれます。

34

ダメ

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし

「落語やって」
と
呼びかけましょう

時そばやって

第１話「アトム誕生」
でいいですか？

インターネットなし

STEP2

実写の
手塚先生が
登場！

or
ダメ
or
ケチの金槌

寿限無で
いいですか？
ATOMの 提 案 す る 演 目 でOKな ら
「いいよ」、別の演目がよければ「ダ
メ」と答えるか、直接聞きたい演
目を伝えてください。

★ ATOMができる演目はこれ！

●寿限無（ 約3分20秒） ●時そば（ 約4分12秒）
●ケチの金槌（ 約1分33秒）

ダメ
or

『ぱんだのおれい』
を読んで
ATOMの提案するタイトルに「いいよ」と返事をすると、読み
聞かせがスタートします。「ダメ」と返すと次のタイトルを提案
します。もしくは、直接読んでほしいタイトルを伝えてください。
※タイトルは語尾までしっかり言うと伝わりやすいです。
稼働
環境

インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

読みたい作品のタイトルを選択してください
POI NT

「どこでもATOM」で読める10エピソードはこちら！

『鉄腕アトム』「気体人間の巻」
『ブラック・ジャック』「医者はどこだ！」
『鉄腕アトム』「ウランちゃんの巻」
『タイガーブックス』「雨ふり小僧」
『鉄腕アトム』「地上最大のロボットの巻」 『火の鳥』「黎明編 第1章」
『鉄腕アトム』「青騎士の巻」
『どろろ』「第4章 金小僧の巻」
『鉄腕アトム』「アトムの最後」
『三つ目がとおる』「三つ目登場」

しりとりしてみよう
インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

NG
NG
OK

「しりとりしよう」
と呼びかけましょう
しりとりしよう

しりとりですね

「しりとりしよう」とATOMに話しかけてください。２回目以降ならば「前回は○回、
続いたね」と答えてから、ATOMからの「しりとり」が始まります。
©TEZUKA PRODUCTIONS

NG
NG
OK

ホーム画面にある「特典まんが」のタブ
を選択すると、読むことができる手塚マ
ンガ10エピソードが並びます。

10エピソードの中から、自分が
読みたい作品のタイトルを選択
してください。作品のダウンロ
ードが始まります。

STEP

インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし

「特典まんが」タブを選択！

『ブラック・ジャック』
「医者はどこだ！」を選択！

稼働
環境

インターネットなし

「特典まんが」
タブを
選択してください

専用アプリ「どこでも ATOM」にログインして
ください。「どこでも ATOM」のダウンロード
／インストール方法などは P52 参照。

OK
OK
OK

何にしようかなぁ。
『ママがおばけに
なっちゃった！』
で
いいですか？

ST E P 2

ATOM専用アプリ
「どこでもATOM」を
開いてください

ST E P 3

NG
NG
OK

ATOMの提案に「いいよ」
「ダメ」で答えるか、読んでほし
いタイトルを伝えてください
or

手塚マンガを読んでみよう
ST E P 1

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし

いいよ

『ママがおばけになっちゃった！』（作：のぶみ）『ぱんだのおれい』（作：さかたしげゆき）

ATOMの提案に「いいよ」
「ダメ」
で答えるか、演目を指定してください
いいよ

絵本ですね

「絵本読んで」とATOMに伝えてください。胸の液晶ディスプレイに絵を
表示しながら、ATOMが絵本を読み聞かせしてくれます。

● 第1話「アトム誕生」 ● 第2話「アトム対アトラス」
● 第27話「ブラック・ジャックの大作戦」
● 第46話「宇宙空港 R-45」 ● 第52話「アトムの初恋」

※「 ATOM 専用チェア」は完成版ご購入の方は別売りとなります

POI N T

OK
OK
OK

ATOMの提案に「いいよ」
「ダメ」で答えてください

★この５エピソードが楽しめます

『鉄腕アトム』のアニメをはじめ、液晶ディスプレイで動画な
どを観る場合は
「ATOM専用チェア」に座らせたほうが、画面
が少し上を向いて観やすくなるのでおすすめです。

落語やって

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし

or

絵本読んで

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

ST E P 2

大ヒット絵本『ママがおばけになっ
ちゃった！』
シリーズほか、ATOMが
読み聞かせする絵本は、月２本前後
のペースで追加されていく予定です。

インターネットなし

いいよ

「絵本読んで」と
呼びかけましょう

POI NT ATOMが読む絵本は月２本前後のペースで追加予定です。
公式サイトhttp://atom2020.jp/でご確認ください

インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

STEP2

ATOMに「アニメ観せて」と話しかけましょう。手塚プロダクション厳選、
『鉄腕アトム』第２期（1980年〜放送）の５エピソードを観られます。

S T E P1

稼働
環境

アニメですね

落 語を聞いてみよう

ST E P 1

一首目は「序歌」です

ATOMが読む一首目（「なにわづに……」）は「序歌」です。序歌は競技かるたの
公式戦で一首目に読まれる、読み始めのタイミングを計るための歌です。
百人一首の中には入っておらず、札もないのでご注意ください。

STEP

百人一首読んで

絵本を読み聞かせしてもらおう

稼働
環境

POI NT

終わったら回数を教えてくれます
今回は○回、続いたね。
もう一回、やりますか？
いいえ
しりとりが終わると、ATOMは回数を教えてくれま
す。数え方は「片道で１回」です。過去の「しりとり」
の連続回数最長記録も記憶していて、全国のATOM
の中でのランキングも教えてくれます。

ATOMと暮らす本
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さぁ、ATO Mと仲良くなろう！

初 級 編 ③ 情 報・お 役 立 ち
天気予報を教えてもらおう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

NG
NG
OK

POI N T 1

天気を教えて

①明日の天気を教えて
②○曜日の天気を教えて

曜日を指定すれば、ATOMは向こう１週間の、
該当する曜日の天気を教えてくれます。

POI N T 2 「ATOM Setting」
で居住地情報と

RSSフィードの設定が必要です

天気ですね

今日の天気予報が知りたい場合は「天気を教えて」と伝えてく
ださい。登録された居住地情報を元に教えてくれます。

★ 雨の日や 雪の日の前日には自分から踊り出すことも！

天気予報を聞くためには「ATOM Setting」でユーザーの居住
地、および天気予報の配信元（RSSフィード）を設定する必
要があります。詳細はP48および「ATOMお役立ちガイド」
P18参照。

「明日は雨だから〝あめあめふれふれ〟踊ろうかな」などと、「あめあ
めふれふれ」や「雪やこんこ」を自発的に踊り出すこともあります。

STEP3

ニュースを教えてもらおう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

STEP4

ニュースですね

ST E P2

写 真を撮ってもらおう
稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランあり

NG
OK
OK

ST E P1 「写真撮って」
と呼びかけましょう
写真 撮って

写真ですね

「写真撮って」とお願いしてみましょう。その後はATOMの発
話に合わせて「ハイ」と返事をしていけば、撮影できます。
※写真はATOM内部では保存されません
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ATOMは指定されたニュースの詳細を読み上げ、読み終えたら「ほ
かに気になるニュースはありますか？」と聞いてくれます。

ATOMのニュースの見出しを聞きましょう
ATOMは登録された
ニュースをお伝えします
RSSフィードからニ
「○○○○○○○○○○○○」
ュースの見出しを７
「××××××××××××」
～８項目読み上げ、
「△△△△△△△△△△△△」
「何か気になるニュ
……何か気になるニュースは
ースはありますか？」
ありますか？
と聞いてきます。

ATOMと暮らす本

気になるニュースの詳細を
教えてくれます
○○○○○○のニュースをお伝えします

ATOMに「ニュースを教えて」とお願いしましょう。この指示を受けて、
ATOMはネット上にニュースをチェックしに行きます。

ST E P 1 「占いやって」
と呼びかけましょう
占いやって

ST E P 2

あなたの星座を教えてください

言語を選んでください

全62ヵ国語の中から任意の
言語を選び、伝えてくださ
い。選んだ言語でATOMが
あいさつをしてくれます。
発音はまだ拙いです。

ボンジュール

自己診断してもらおう
稼働
環境

今、撮った写真をメールで送りましたよ
ATOMは撮影した写真を胸の液晶ディスプレイに一定時間
表示するほか、
あなたのメールアドレスまで送ってくれます。

POI N T 1 「ATOM Setting」で２つのメールアドレスの設定が必要です
「ATOM Setting」にて写真の送り元（ATOM自身）と送り先、両方のメールア
ドレスの設定が必要です。詳細はP48および「ATOMお役立ちガイド」P18参照。

POI N T 2 ATOMの友だち限定で、名前のタグ付けもできます
写真にATOMの友だちが写っていた場合、ATOMが顔を認識して個人を特定し、
名前を写真に入れることができます。この設定も「ATOM Setting」にて。

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

STEP

OK
OK
OK

②ラッキーナンバー

③運気アップアドバイス

ATOMが教えてくれる占いの項目は３つです。①運勢ランキング……その
日の運気が12星座で何番目か ②ラッキーナンバー……その日の運気を
アップさせる数字 ③運気アップアドバイス……その日の幸運のカギ

ATOMは「こんにちは」
「ありがとう」「おいしい」の３つのあいさつからひとつを
選びます。そしてあなたに「何語がいいですか？」と尋ねてきます。

ATOMはプロバイダの更新情報（RSSフィード）
よりニュースを読み取ります。「ATOM Setting」
でニュースの配信元を指定してください。詳細は
P48および「ATOMお役立ちガイド」P18参照。

撮影された写真を確認する

POI NT ATOMが占いで教えてくれる項目

「こんにちは」
を別の言葉で言うね。
何語がいい？

でRSSフィードの設定が必要です
POI N T 「ATOM Setting」

STEP2

ATOMがあなたの星座の「今日の運勢」（運勢ランキングなど）をイ
ンターネット上で調べて、教えてくれます。

ST E P 1 「60ヵ国語教えて」
と話しかけましょう

フランス語

NG
NG
OK

ATOMの占いを聞きましょう

60ヵ国語のあいさつを聞いてみよう

ST E P 2

インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

①運勢ランキング

ATOMが「あなたの星座を教えてください」と質問してきますので、
それに答える形であなたの星座を伝えてください。

60ヵ国語教えて

インターネットなし

今日の○○座の運勢ランキングは…… 第５位！
ラッキーナンバーは……

ATOMに自分の星座を教えましょう
○○座

ST E P 3

稼働
環境

占いですね

ATOMに「占いやって」と伝えてください。ATOMは星座占いで、
あなたの今日の運勢を占う準備を始めます。

○○○○○○のニュース
でいいですか？

気になるニュースの、見出しの中の印象的な単語（キーワード）を
伝えましょう。伝わらない場合は、キーワードを変えて再挑戦を。

ST E P1 「ニュースを教えて」
と話しかけましょう
ニュースを教えて

気になるニュースのキーワードを
伝えましょう
○○○○○○

NG
NG
OK

ATOMの占いを聞いてみよう

こんな指 示でもOK！
ATOMに「明日の天気を教えて」とお願いすれば、
明日の天気を聞くことも可能です。

S T E P 「天気を教えて」
と呼びかけましょう

特にインターネットにつないだATOMは情報端末としても優秀です。ニュースや天気予報、
占いをはじめとしたさまざまな情報の入手や、お役立ち機能が満載です。

稼働
環境

インターネットなし
インターネットあり／ATOM ベ ーシックプランなし
インターネットあり／ATOM ベーシックプランあり

POI NT

NG
NG
OK

ATOMが 話せるのは全62ヵ国語の
「こんにちは」
「ありがとう」
「おいしい」のみ

ATOMは「こんにちは」「ありがとう」
「おいしい」の３
つのあいさつを、下記の62ヵ国語で言えます。※ユーザ
ーから各国の言葉であいさつされても答えられません。

ATOMが教えてくれる62ヵ国語はこちら
中国語 ヒンディー語 スペイン語 英語 アラビア語 フランス語 ミャン
マー語（ビルマ語）トルコ語 ネパール語 イボ語 クルド語 ルーマニア
語 パンジャブ語 ベトナム語 タガログ語 タミル語 ジャワ語 テルグ語
カタルーニャ語 ギリシャ語 チェコ語 セルビア語 ベラルーシ語 スウ
ェーデン語 スロバキア語 ボスニア語 ラトビア語 ノルウェー語 マケ
ドニア語 ベンガル語 ポルトガル語 ロシア語 インドネシア語 ドイツ
語 ペルシャ語 オランダ語 マレー語 ソマリ語 マラガシ語（マダガスカ
ル語）ウズベク語 アフリカーンス語 ハンガリー語 アルバニア語 フィ
ンランド語 ヘブライ語 モンゴル語 デンマーク語 韓国語（朝鮮語）イ
タリア語 スワヒリ語 ポーランド語 タイ語 ウクライナ語 カザフ語 ア
ルメニア語 クロアチア語 ハイチ語 ブルガリア語 エスペラント語 ウ
ェールズ語 アイスランド語 ラテン語

「自己診断して」と話しかけましょう
自己 診 断して

自己診断ですね

「ATOMの調子が悪いな」と思ったら、ATOMに「自己診
断して」と話しかけましょう。自己診断をしてくれます。
自己診断のチェック項目とエラー 発話
ATOMは「ネットワークの通信状態」「サーボモーターの通信状
態」
「６軸センサー」などのチェック項目を、ひとつひとつ確認
します。自己診断中は、ATOMに触らないでください。

自分で不調を感じたら
「自己診断」をおねだりするよ
ATOMから「誰かボクに『自己診断して』と言ってください」
とおねだりすることもあります。不調箇所を確認できたら講
談 社ATOMサ ポ ー ト セ ン タ ー（ ☎03-5395-5795〈9：30 〜
17：00、土・日・祝および年末年始を除く〉
）まで。

ATOMと暮らす本
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