
使用说明书 使用説明書



专用充电器 
専用充電器

提供符合相应国家情况的产品,因此可能会与图片有差距。
それぞれの国に合わせて提供するため、イメージとは異なることがございます。

使用说明书 
使用説明書

品质保证说明 製品保証についてのご案内

品质保证条件 保証条件

低声音键 [V] 
ボリュームダウン ボタン[V] 

脚本选择键 [S]
シナリオ選択ボタン[S]

- 本产品是严格遵守本公司品质管理标准的产品。 
- 保质期是1年，在保质期内发生故障时，提供免
费修理服务。
- 但因消费者过失或保管上的不注意发生了故障，
就提供收费修理服务。

- 本製品は、当社の徹底した品質管理基準に合格
した製品です。 
- 品質保証期間は1年で、品質保証期間中に製品が
故障した時には無償で修理いたします。 
-  但し、消費者の過失や保管時の不注意により故 
   障が発生した時には有償処理いたします。

- 产品序列号不清楚时，可能会无法提供恰当的
服务。 
- 以下情况不在保修范围内。 
· 在非指定单位进行了修理时
· 顾客亲手拆卸、修理时
· 因摔落而故障时 
· 因不妥当的保管发生故障时 
· 因自然灾害(台风、地震、水灾等)发生故障时
· 如果没有保单

  ※ 保质服务在不断被升级，因此我们可能会在不
     另行通知的情况下修改具体规定。

- 製品の一連番号がはっきりと読めない場合には、適      
  切なサービスが受けられないことがございます。
- 保証期間内であっても、以下の場合には無償サー 
  ビスの対象から除外されます。
· 未指定の企業で修理した場合
· 顧客が直接に分解・修理した場合
· 落下により故障した場合
· 保管時の不注意により故障した場合
· 自然災害(台風、地震、水害など)による故障
· 保証書の添付がない場合

 ※  保証サービスがグレードアップされ続けるため、 
       詳細な規定は別途のお知らせなく修正されること 
       がございます。

调整针压力方法 

同时按下降低声音键[V] 和脚本选择键[S]
可调整强度。 
PW5是最强的力量，PW1是最弱的力量。

指圧の強さの調整方法

ボリュームダウンボタンとシナリオ選択
ボタンを 同時に押すと、強度が調節さ
れます。 
PW5は、最も強い強度、PW1は最も弱い強
度である 。

躺着时可以使用
如图所示，如果躺着使用本产品，效果就会更好。

横になって使用可能
図のように横になられるとより便利にお使いいただけます。







注意事项 瞑眩反应/好转反应

开电源
如果长按电源/启动键，就会发出“电源被打
开”的语音，同时进入启动准备状态.。

尺寸(头的大小)调整
尺寸键中可以摁Ⅴ(降低)键，往下调整头梁垫
配合头的大小，如果摁Λ(解除)键，支撑头梁
垫的空气就被排泄，调整状态被解除。被解除
后可以再摁Ⅴ(降低)键，来调整头梁垫位置配
合头的大小。在做指压时不能调整头梁垫，所
以请停止指压后再调整的头梁垫。

模式的选择 脚本的选择
如果按模式键，就会发出语音，同时以下模式(功能)依次被选择。 每个模式各有3种脚本，只要按脚本键，就会发出语音，同时以下脚本依次被选择。

请先适应各阶段脚本后，再加大强度。

使用IAN后出现的异常反应证明身体在好转 

瞑眩反应是在身体治愈过程中暂时出现的异常症状,也叫
好转反应.加强人体自然治愈能力和免疫力,某一种疾病或
症状自动好转时出现这种反应,等症状好转后会自动消失。 
大致出现如右侧所述的反应,出现时间和程度每个人不同。

01.耳朵发热。 
02.指压部位疼痛。 
03.耳朵刺痒。
04.犯困。
05.突然感觉热。 
06.头痛,或感到疲倦,浑身不适。
07.感觉乏力,更累。 
08.出现眼眵,鼻涕,痰等。
09.打哈欠,放屁,打嗝儿。
10.出现一时性头晕,呕吐,腹泻等。
11.小便多,或小便有味儿。

模式 说明 模式 说明 模式 说明

沉眠、缓解疲劳模式 舒展模式 高尔夫模式

激活大脑模式 修身模式 冥想模式

说明模式、IAN使用方法的语音说明

脚本 说明

5分钟左右，发出语音后，白噪音

10分钟左右，白噪音

10分钟左右，主要反射穴位的指压强度高， 白噪音

型号 IE-1000

额定电压 DC 5V

产品规格 尺寸 : 250(长) X 300(高) X 110(宽) ㎜    /  重量 : 1,120g

适度使用环境 温度 : 0℃ ~ 35℃  /  湿度 : 80% 以下

耗电 15W 材质 PC、ABS、人造革

蓝牙 4.0 电池类型 锂电池

关电源
如果在开电源的状态下长按电源/启动键，就
会发出“电源被关闭”的语音，同时电源被关
闭。

指压针位置的调整
各脚本的开端都是位置调整指压。耳垂、耳朵
上面、中间（耳内侧）、耳朵外围、感觉到
了被压的感觉，说明位置准确. 但如果位置不
准，就请停止指压后，按尺寸键上下进行调
整，前后移动IAN来调整位置。

启动
只要按电源/启动键，就会发出“开始指压”
的语音，同时IAN被启动。 

调整语音、白噪音的音量
可以按音量键调整语音的音量。如果把音量调
整到最小，就会变成静音。可以在指压途中按
音量键调整白噪音的音量。如果把音量调整到
最小，就会变成静音。

停止/开始
只要在指压途中短按电源/启动键，就会发
出“停止指压”的语音，同时停止指压。如果
再短按电源/启动键，就会开始指压。

提供遥控器应用软件
通过蓝牙将IAN与智能手机的远程应用程序连
接起来，会更加方便。请在PlayStore（App 
Store）中搜索“ IAN remote”并进行安装。 
有关详细用法，请参考Play Store（App Store）
中的应用说明。

发生问题时的解决方法

产品配置

完全放电后连接专用充电器2到3分钟后即可使用。 
※ 若有其他问题，就请拨打代表电话(82-1644-7671)进行咨询。

症状 预想原因 解决方法

打不开电源时 充电不足或已被放电 给电池充电或连接专用充电器后使用。

指压变弱时 充电不足 给电池充电或连接专用充电器后使用。

不能启动时 专用充电器连接不良 请检查专用充电器的连接状态。



ご使用方法

注意事項 瞑眩反応/好転反応

電源を入れる
電源/動作ボタンを長く押すと「電源が入りまし
た」と音声案内が流れ、動作準備状態となりま
す。 

サイズ(頭のサイズ)の調節
サイズボタンのⅤ(ダウン)ボタンを押すとヘッド
フィットが下がって使用者の頭のサイズに合うよ
う調節することができ、Λ(解除)ボタンを押すとヘ
ッドフィットの空気が抜けて調節状態が解除され
ます。再びⅤ(ダウン)ボタンを押すと、使用者の頭
のサイズに合うよう調節することができます。指圧
中にはヘッドピンを調節することができませんの
で、作動を中止させてから調節してください。

モードの選択 シナリオの選択
モードボタンを押すと音声案内が流れ、次のモード(機能)が順に選択されます。 各モード別に3種類のシナリオがあり、シナリオボタンを押すと音声案内が流れ、次のシナリオが順

に選択されます。強度の弱いシナリオからスタートし、段階別に強度を徐々にに高めてください。 

IANのご使用後の異常反応は好転しているとい
う証拠

瞑眩反応は私たちの体が治癒する過程で一時的に現れる
症状で、好転反応とも言います。
人体が自ら自然治癒力と免疫力をアップさせ、病気や症状
が自然に好転する過程で現れる反応であるため、
症状が好転しながらすぐに消えます。
ほぼ右側のような反応が現れ、時期や程度は個人により異
なります。

01. 耳から熱が出る。
02. 指圧した部位が痛い。
03. 耳がかゆい。
04. 眠気がする。
05. 急に熱くなる。
06. 頭痛や倦怠感、過労の症状が出ることがある。
07. 体がだるく疲れた感じがする。
08. 目やに、鼻水、痰などが出る。
09. あくびやおなら、げっぷが出る。
10. 吐き気や下痢などが一時的に生じる。
11. 尿の量が多くなったり、尿からニオイがする。

モード名 説明 モード名 説明 モード名 説明
熟睡、疲労回復モード ストレッチモード ゴルフモード
脳活性モード スリムラインモード 瞑想モード

マニュアルモード、IANの使い方を音声で案内

シナリオ 説明
時間-約5分、音声案内後にホワイトノイ ズを再生
時間-約10分、ホワイトノイズ を再生
時間-約10分、主なリフレクソロジーポイントの指圧強度が高い、ホワイトノイズ を再生

トラブル発生時の解決方法

製品仕様

完全に放電した後、専用充電器を接続すると、2～3分後に使用することができます
※ その他のお問い合わせは、代表電話(82-1644-7671)にご連絡ください。 

症状 予想原因 予想原因
電源が入らない時 充電不足または放電 バッテリーを充電するか、専用充電器に接続して使用
指圧が弱くなった時 充電不足 バッテリーを充電するか、専用充電器に接続して使用
作動しない時 専用充電器の接続不良 専用充電器が正しく接続されているのか確認

モデル名
定格電圧
製品規格 サイズ：250(長さ) X 300(高さ) X 110(幅) mm       重量：
適正な使用環境 温度：0℃ ~ 35℃、湿度：80%以下
消費電力 素材 PC、ABS、合成皮革

電池の種類 リチウムイオン電池

電源が入っている状態で電源/動作ボタンを長
く押すと「電源が切れます」と音声案内が流れ、
電源が切れます。 

指圧ピンの位置調節
各シナリオは位置調節指圧からスタートしま
す。耳たぶ、耳の上の部分、中間(耳の内側) 、耳
の外側の周り、全部位が指圧されるのが感じら
れれば位置が合っています。位置が合わなけれ
ば作動を中止してサイズボタンで上下を調節
し、IANを前後に動かして位置を合わせてくだ
さい。

電源/動作ボタンを短く押すと「指圧をスタート
します」と音声案内が流れ、IANが動作します。 

音声案内・ホワイトノイズのボリューム調節
ボリュームボタンを押すと音声案内のボリュー
ムを調節することができます。ボリュームを最
小にすると消音になります。指圧中にボリュー
ムボタンを押すと、ホワイトノイズのボリューム
を調節することができます。ボリュームを最小
にすると消音になります。

動作の中止/スタート
指圧中に電源/動作ボタンを短く押すと「指圧
を中止します」と音声案内が流れ、指圧が中止
されます。電源ボタンをもう1度短く押すと、指
圧が最初からスタートします。 

リモコンアプリを提供
スマートフォン用リモコンappとIANをBlue-
toothで接続するとより簡単に利用すること
ができます。Play Store（App Store）で「IAN re-
mote」を検索しインストールしてください。詳し
い使い方はPlay Store（App Store）のappの説
明を参照してください。


