
RATIONELL



2

繁中
最多可安裝10件

繁中
不同材質的牆面,須搭配不同的上牆配件;請選購適
合牆面材質的螺絲和壁虎.

繁中
警告！
此燈具使用LED燈。
不可拆開燈具，以免造成傷害。
不可浸泡在水中。

繁中
如果燈具的外部電線受損, 應由製造商, 服務人員或
相關的專業人員替換, 以避免發生危險. 如果不確定
的話, 請聯絡IKEA.

中文
最多安装 10 件。

中文
不同的安装面材质须采用不同的固定安装螺

钉。 务必选择适用的安装螺钉和螺栓。

中文
注意！
此产品的灯泡不能更换的 LED。
不要擅自拆开产品， 因为 LED 灯泡会损伤您

的眼睛。
不要将产品浸在水中。

中文
如果这种照明装置的外部软电缆或电线受到

损坏， 必须由制造商、 其代理商或具有相近资质
的人员进行更换，防止发生伤害事故。 如有疑问，
请联系宜家。

ENGLISH
Max 10 units.

ENGLISH
Different materials require different types 
of fittings. Always choose screws and plugs 
that are specially suited to the material.

ENGLISH
CAUTION!
The light source of this product is non-
changeable light diodes (LED).
Do not disassemble the product, as the 
light diodes can cause damage to the eyes.
Do not immerse in water

ENGLISH
If the external flexible cable or cord of this 
luminaire is damaged, it shall be exclusi-
vely replaced by the manufacturer or his 
service agent or a similar qualified person 
in order to avoid a hazard. If you are 
uncertain, please contact IKEA.
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BAHASA INDONESIA
Maks. 10 unit.

BAHASA INDONESIA
Bahan material yang berbeda memerlukan 
kelengkapan yang berbeda. Selalu memilih 
sekrup dan baut yang sesuai dengan 
bahan material pilihan anda.

BAHASA INDONESIA
AWAS!
Sumber lampu untuk produk ini adalah 
lampu dioda yang tidak bisa diganti (LED).
Jangan membongkar produk ini, karena 
lampu dioda dapat menyebabkan 
kerusakan pada mata. 
Jangan direndam dalam air

BAHASA INDONESIA
Jika bagian luar kabel fleksibel atau 
kabel sambungan untuk penerangan ini 
rusak, maka harus digantikan oleh pabrik 
pembuat atau agen pelayananannya atau 
orang yang berkualifikasi agar terhindari 
dari bahaya. Bila anda ragu, silahkan 
hubungi IKEA.

日本語
最高 10 個まで。

日本語
壁の材質により使用できるネジの種類が異なりま
す。 壁の材質に合ったネジやネジ固定具を使用
してください。

日本語
注意！
この製品の光源には交換不可の発光ダイオード
（LED） を使用しています。
目を傷めるおそれがありますので、 この製品を
分解しないでください。
水に浸けないでください。

日本語
この照明器具の外部ケーブルやコードが破損した
場合は、 修理に伴う事故を避けるため、 必ず製
造元のメーカーや代理店、 電気工事店などに部
品交換を依頼してください。 ご不明な点がござ
いましたら、 イケアにお問い合わせください。

한국어
최대 10개

한국어
고정할 곳의 소재에 따라 다른 종류의 고정장치를 
사용해야 합니다. 반드시 소재에 적합한 나사와 칼
브럭을 사용하세요.

한국어
주의!
이 제품의 광원은 교체가 불가능한 발광다이오드
(LED)입니다.
제품을 분해하지 마세요. 발광다이오드는 시력에 
손상을 줄 수 있습니다.
물에 담그지 마세요.

한국어
본 조명기구의 가요성 외부 케이블이나 코드가 손
상되었을 경우 위험한 사고를 방지하기 위해 반드
시 제조사, 지정 서비스 업체, 또는 전문가에 의
해 교체되어야 합니다. 필요한 경우 이케아에 문의
해 주세요.
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ไทย
ตอ่ไดส้งูสดุ 10 ดวง

ไทย
วสัดพุิน้ผนังและเพดานมหีลายแบบแตกตา่งกนั จงึ
จ�าเป็นตอ้งใชส้กรหูรอือปุกรณย์ดึตา่งชนดิกนั ควรเลอืก
ใชส้กรแูละพกุชนดิทีเ่หมาะกบั พืน้ผวิทีค่ณุตอ้งการตดิ
ตัง้โคมไฟ

عربي
حد أقصى 10 وحدات.

عربي
المواد المختلفة تتطلّب أنواع مختلفة من التّركيبات. 
إختار البراغي والمقابس التي تناسب خاصية المادة.

BAHASA MALAYSIA
Maksimum 10 unit.

BAHASA MALAYSIA
Bahan yang berlainan memerlukan jenis 
pelengkap yang berlainan. Sentiasa pilih 
skru dan palam yang paling sesuai dengan 
bahan.

ไทย
ขอ้ควรระวงั!
หลอด LED ของโคมไฟ ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้
อยา่ถอดชิน้สว่นหรอืถอดประกอบโคมไฟ เพราะหลอด 
LED อาจเป็นอนัตรายตอ่ดวงตาได ้
หา้มน�าโคมไฟจุม่น�้าหรอืแชน่�้า

ไทย
หากสายเคเบลิหรอืสายไฟออ่นของโคมไฟช�ารดุเสยี
หาย ควรสง่ไปเปลีย่นใหมโ่ดยผูผ้ลติ ตวัแทนผูใ้หบ้รกิาร
ของผูผ้ลติ หรอืชา่งไฟฟ้าผูช้�านาญ เพือ่ความปลอดภยั
ไมค่วรเปลีย่นสายไฟเอง หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถตดิตอ่สอบถามไดจ้ากรา้น IKEA 
ใกลบ้า้น

عربي
تنبيه!

مصدر الضوء لهذا المنتج هو دايودات غير قابلة للتغيير.
ال تقم بفك هذا المنتج، حيث أن الدايودات يمكن أن 

تسبب ضرراً للعين.
ال تغمره في الماء

عربي
إذا تضرر السلك أو السلك الخارجي المرن لهذه اإلنارة، 
يجب إستبداله بشكل حصري من قبل المصنّع أو وكيل 

خدماته أو شخصاً مؤهالً مماثالً لتفادي الخطر .إذا لم 
تكن واثقاً، الرجاء اإلتصال بإيكيا.

BAHASA MALAYSIA
AWAS!
Sumber lampu untuk produk ini ialah diod 
lampu tidak boleh ditukar (LED).
Jangan membuka unit produk ini kerana 
diod lampu boleh menyebabkan kerosakan 
pada mata.
Jangan direndam di dalam air

BAHASA MALAYSIA
Jika kabel atau kord fleksibel luaran bagi 
lampu ini telah rosak, ia patut diganti 
secara eksklusif oleh pengeluar atau 
ejen perkhidmatannya atau individu 
yang berkelayakan agar bahaya dapat 
dielakkan. Jika anda tidak pasti, sila 
hubungi IKEA.

AA-894159-2



5



6 AA-894159-2



7

ENGLISH
RATIONELL corner joiner is sold separa-
tely. If you want to use this unit, mount 
it first of all.

中文
RATIONELL 拉提纳尔 转角连接件须另

购。 如果您想要使用此单元， 请务必安装转
角连接件。

繁中
RATIONELL轉角連接器需另購。若要使用此裝
置，須先安裝轉角連接器。

한국어
라쇼넬(RATIONELL) 코너 연결장치는 별도 판
매입니다. 이 제품을 사용하려면 다른 제품 설
치 전 가장 먼저 설치해야 합니다.

日本語
この製品をお使いになる場合は、 まず最初に
別売りの RATIONELL/ ラショネル コーナー
用ジョイントを取り付けてください。

BAHASA INDONESIA
Sambungan sudut RATIONELL dijual 
secar terpisah. Jika anda bermaksud 
menggunakan unit ini, pasangkanlah 
terlebih dahulu.

BAHASA MALAYSIA
Penggabung penjuru RATIONELL 
dijual berasingan. Jika anda mahu 
menggunakan unit ini, lekapkannya 
dahulu.

عربي
وصلة الزاوية RATIONELL تباع على حدة .إذا أردت 
استخدام هذه الوحدة، علّقيها أوالً وقبل كل شيء.

ไทย
ขอ้ตอ่มมุรุน่ RATIONELL แยกจ�าหน่าย หากตอ้งการ
ใชช้ ิน้สว่นนีใ้นการประกอบ ตอ้งท�าการตดิตัง้เป็น
อนัดบัแรก
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