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iXシリーズサービスセットアップガイド
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iX Series Service Setup Guide

SleepWell enables patients to 
self-assess therapy effectiveness 
upon waking up
Please confirm that your service provider has 
sent the invitation to your personal email.
If you didn’t receive the invitation letter, please 
contact your service provider or physician.

SleepWell App 
1. Self-monitor your treatment progress and outcomes.
2. Access to feedback and resources from physicians.
3. Treatment education center provides guidance and

troubleshooting  information.

SleepWell App  Introduction

Download SleepWell to optimize 
your iX journey
1. Scan the QR code on iX Series & SleepWell Starter Guide.

Or search "SleepWell by Wellell" in App Store or Google
Play.

2. Install the app.
3. Tap the icon of the SleepWell app to open the app.

Steps to Download SleepWell App 

1. Check the invitation mail in your email box
2. Choose “Country”
3. Fill in account information(your email address)
4. Fill in password(please enter the temporary

password in the invitation mail)
5. Tap "LOG IN"

If the log in process fails, please contact your 
service provider or physician

Log in to SleepWell

Steps to Log in to SleepWell App

Upload treatment data via built-in 
Cellular
1. Check the Cellular icon on  the screen
2. If the icon appears, the Cellular signal is activated
3. If the icon doesn’t appear, please follow the steps to

configure the Cellular service

How to Check the Cellular Status of iX Auto

iX Series Service Setup Guide

Configure Cellular service
1. Press MENU button, rotate the knob to “Setting”, and

then press the knob to enter
2. Rotate the knob to “Cellular”, and then press the knob to

adjust the setting
3. Rotate the knob to turn on Cellular, and then press the

knob to confirm the adjustment
4. The Cellular service is activated
5. Check if the cellular icon appears on the screen. If it

doesn’t appear or if it shows error, please contact your
service provider or physician.

How to Configure iX Auto Cellular 

Upload treatment data via Wi-Fi
1. Check the Wi-Fi icon on  the screen
2. If the icon appears, the Wi-Fi signal is activated
3. If the icon doesn’t appear, please follow the steps to

configure the Wi-Fi service

How to Check the Wi-Fi Status of iX Auto

Step 1: Turn on  Wi-Fi service on iX Auto 
1. Press MENU button, rotate the knob to “Setting”, and

then press the knob to enter
2. Rotate the knob to “Wi-Fi”, and then press the knob to

adjust the setting
3. Rotate the knob to turn on Wi-Fi, and then press the

knob to confirm the adjustment
4. The Wi-Fi service is activated
5.  Check if the Wi-Fi icon appears on the screen. If it

doesn’t appear or if it shows error, please contact your
service provider or physician.

How to Configure iX Auto Wi-Fi Service

Step 2: Set up Wi-Fi connection via 
SleepWell app 

Check the success 
message on the screen

How to Configure iX Auto Wi-Fi Service

Turn on the 
Bluetooth on 
mobile phone

Enter “SleepWell”, 
tap “More”

Tap “Connection 
setting”

Tap “ New 
connection“

Tap the Wi-Fi 
hotspot 

Enter password



Bluetooth

Bluetooth

Ajustes

Previsualizar

1 2 3

4 5 6

7

1

2

3

4

5

Configuración

1 2

3 4

Configuración

Wi-Fi Apag.

Módem Apag.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

Configuración

Wi-Fi Apag.

Módem Apag.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

Configuración

Wi-Fi Apag.

Módem Ence.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

5

5

Configuración

1 2

3 4

Configuración

Wi-Fi Apag.

Módem Apag.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

Configuración

Wi-Fi Apag.

Módem Apag.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

Configuración

Wi-Fi Ence.

Módem Apag.

Retroiluminación Apag.

Modo Avión Apag.

Guía de configuración del 
servicio de la serie iX   

SleepWell permite a los pacientes 
autoevaluar la eficacia de la terapia 
al despertarse
Confirme que su proveedor de servicios ha enviado 
la invitación a su correo electrónico personal. Si no 
recibió la carta de invitación, comuníquese con su 
proveedor de servicios o médico.

Aplicación SleepWell
1. Supervise el progreso y los resultados de su tratamiento.
2. Acceda a comentarios y recursos de médicos.
3. El centro de educación sobre el tratamiento brinda

orientación e información para la solución de problemas.

Introducción a la aplicación SleepWell

Descarga SleepWell para optimizar 
tu viaje iX
1. Escanear el codigo QR en el "iX Series & SleepWell

Starter Guide" o buscar "SleepWell by Wellell" en App
Store o Google Play

2. Instalar la APP.
3. Pulse el icono de SleepWell App para abrir la APP.

Pasos para descargar la aplicación SleepWell

1. Revisa el correo de invitación en tu casilla de correo
electrónico.

2. Elige "el país".
3. Complete la información de la cuenta (su dirección

de correo electrónico).
4. Complete la contraseña (ingrese una contraseña

temporal en el correo de invitación).
5. Haga clic en "Iniciar sesión".

Si el proceso de inicio de sesión falla, comuníquese 
con su proveedor de servicios o médico.

Inicie sesión en SleepWell

Pasos para iniciar sesión en la aplicación SleepWell

Cargar datos de tratamiento a través 
de internet
1. Verifique el ícono de conexion de internet en la pantalla

del iX Auto.
2. Si aparece el ícono, la conexion de internet está activada.
3. Si el ícono no aparece correctamente, siga los pasos para

configurar el servicio de conexion de internet.

Pasos para comprobar la conexión de internet del iX Auto  

Guía de configuración del 
servicio de la serie iX

Configurar en la opción servicio 
“Celular”
1. Presione el botón MENÚ, gire la perilla a

"Configuración", presione la perilla para ingresar
2. Gire la perilla a "Celular", presione la perilla para ajustar

la configuración
3. Gire la perilla para encender "Celular", presione la perilla

para confirmar el ajuste
4. El servicio "Celular" está activado

Pasos para configurar la conexión de internet en iX Auto  

Cargar datos de tratamiento a través 
de Wi-Fi
1. Compruebe el icono de Wi-Fi en la pantalla.
2. Si aparece el icono, la señal Wi-Fi está activada.
3. Si el ícono no aparece correctamente, siga los pasos

para configurar el servicio Wi-Fi.

Pasos para comprobar la situación Wi-Fi de iX Auto

Paso 1 : Encender el wifi en el iX Auto
1. Presione el botón MENÚ, gire la perilla a

"Configuración", presione la perilla para ingresar.
2. Gire la perilla a "Wi-Fi", presione la perilla para ajustar la

configuración.
3. Gire la perilla para encender Wi-Fi, presione la perilla

para confirmar el ajuste.
4. El servicio Wi-Fi está activado.

Pasos para configurar el servicio Wi-Fi de iX Auto

Paso 2 : Configurar la conexión Wi-Fi 
a través de la APP SleepWell

Compruebe el mensaje 
de éxito en la pantalla

Pasos para configurar el servicio Wi-Fi de iX Auto

Encienda el 
Bluetooth en el 
teléfono móvil

Ingrese 
"SleepWell", haga 
clic en "Más"

Haga clic en 
"Ajuste de 
Conexión"

Haga clic en 
"Nueva 
conexión"

Haga clic en el 
punto de acceso 
Wi-Fi

Introduzca la 
contraseña
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SleepWell では、患者様が起床時
に治療効果を自己評価することがで
きます。
代理店あるいは医療機関から患者様のアドレスに招待メールが送信
されていることをご確認ください。 招待メールが届いていない場合は
、代理店担当者または医師にお問合せください。

SleepWellアプリ 
1. 治療の進捗と成果を自己モニタリングする。
2. 医師からのフィードバックや助言にアクセスできる。
3. トラブルシューティングの情報を確認できる。

SleepWell アプリの紹介

ログインができない場合は、代理店担当者ま
たは医師にお問合せください。

SleepWellアプリをダウンロードして、
あなたのiX体験を最適化しましょう

1. iXシリーズ＆SleepWellスターターガイドのQRコードを読み
取ってください。または、App StoreもしくはGoogle Playで
「SleepWell by Wellell」を検索してください。  
2. アプリをインストールしてください。
3. SleepWellアプリのアイコンをタップし、アプリを起動してくだ
さい。

1. メールボックスにある招待メールを確認してください。
2.「国」を選択してください。
3. メールアドレスを入力してください。
4. 招待メールに書いてある「アプリのログインパスワード」を入
力してください。

5.「ログイン」タップしてください。

1. 画面上部のアンテナマークを確認してください。
2. アイコンが表示されている場合は、セルラー信号が有効にな
っています。

3. アイコンが表示されていない場合は、以下の手順でセルラー
サービスを設定してください。

1. メニューボタンを押し、ダイアルを回して「設定」に合わせ、ダ
イアルを押して設定に入ります。

2. ダイアルを回し、「セルラー」に合わせて押してください。
3. ダイアルを回してセルラーを「オン」にし、ダイアルを押して
確定します。

4. セルラーサービスが有効になりました。
5. 画面上部にアンテナアイコンが表示されていることを確認し
てください。 表示されない場合、またはエラーが表示される
場合は、代理店担当者または医師にお問合せください。

1. 画面上部のWi-Fiアイコンを確認してください。
2. アイコンが表示されている場合は、Wi-Fi信号が有効になっ
ています。

3. アイコンが表示されない場合は、次の手順でWi-Fiサービス
を設定してください。

1. メニューボタンを押し、ダイアルを回して「設定」に合わせ、ダ
イアルを押して設定に入ります。

2. ダイアルを回し、「Wi-Fi」に合わせて押してください。
3. ダイアルを回してWi-Fiを「オン」にし、ダイアルを押して確定
します。

4. Wi-Fiサービスがオンになりました。
5. 画面上部にWi-Fiアイコンが表示されていることを確認してく
ださい。 表示されない場合、またはエラーが表示される場合
は、代理店担当者または医師にお問合せください。

SleepWellアプリのダウンロード手順

SleepWellにログイン

SleepWellアプリへのログイン手順

治療データを内蔵されたモデムでア
ップロードします。

iX Autoの通信状態を確認する方法

セルラーサービスを設定する

iX Autoセルラーの設定方法

Wi-Fi経由で治療データをアップロード

iX AutoのWi-Fi状態を確認する方法

ステップ1: iX AutoのWi-Fiサービス
をオンにする

iX Auto Wi-Fiサービスの設定方法

ステップ 2: SleepWellアプリでWi-Fi接
続を設定する

iX Auto Wi-Fiサービスの設定方法
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