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ENGLISH
IMPORTANT!
If you have any problems regarding the 
electrical installation, contact an electri-
cian. Always shut off power to the circuit 
before starting installation work.

中文
重要信息！
如遇任何安装方面的问题， 须向专业电工人

员咨询求助。 安装之前， 务必关闭电源总闸。

繁中
注意!
若有任何安裝上的問題,請諮詢專業的電氣技師.在
開始安裝工作前,記得把電路    的電源關閉.

한국어
중요!
전기 시공시 문제가 생기면 전기 기술자에게 문의
하세요. 설치 작업을 하기 전에는 반드시 전원을 차
단하세요.

日本語
重要！
電気系統の設置に関して不明な点がある場合に
は、 電気工事店にご相談ください。 設置を開始
する前に必ずブレーカーを切ってください。

BAHASA INDONESIA
PENTING! 
Jika Anda memiliki masalah mengenai 
instalasi listrik, hubungi tukang listrik. 
Selalu matikan listrik ke sirkuit sebelum 
memulai pekerjaan instalasi.

BAHASA MALAYSIA
PENTING!
Jika anda mempunyai sebarang masalah 
tentang pemasangan elektrik, hubungi 
juruelektrik. Sentiasa padamkan kuasa 
ke litar sebelum memulakan kerja-kerja 
pemasangan.

عربي
هام! 

في حال مصادفة أية مشكلة بالنسبة لتركيب النظام 
الكهربائي يتمّ اإلتصال بمهندس مختص .يجب قطع التيار 

نهائياً قبل البدء بالعمل.

ไทย
สำ�คญั!
ห�กคณุมปัีญห�ในก�รตดิตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้� กรณุ�ตดิตอ่-
ช�่งไฟฟ้�ม�ดำ�เนนิก�รให ้และตอ้งตดักระแสไฟฟ้�ทกุ-
ครัง้กอ่นเริม่ง�นตดิตัง้
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ENGLISH
Minimum safe distance to illuminated ob-
ject: 0.5 metre. The lamp can cause fire if 
the minimum distance is not kept.

中文
最小安全照射距离为 0.5 米， 否则可能引发

失火。

繁中
燈具與裝飾物品的安全距離至少為50公分，如未保
持距離，會有起火的危險。

한국어
조명기구와의 최소 안전거리: 0.5m. 안전거리를 지
키지 않을 경우 화재의 위험이 있습니다.

日本語
照明から５０cm以内に物を置かないでくださ
い。 これより近いと、 火災が起こる危険があり
ます。

BAHASA INDONESIA
Jarak aman ke objek yang diterangi: 
minimal 0,5 meter. Lampu dapat 
menyebabkan kebakaran jika jarak aman 
minimum tidak dipatuhi.

BAHASA MALAYSIA
Jarak minimum yang selamat bagi objek 
berlampu: 0.5 meter. Lampu boleh menye-
babkan kebakaran jika jarak minimum 
tidak dipatuhi.

عربي
مسافة األمان األدني لألجسام المضيئة هي 0,5 :متر. 
يمكن أن يتسبب المصباح في حدوث حريق إذا لم يتم 

مراعاة مسافة األمان األدنى.

ไทย
ตอ้งว�งโคมไฟใหห้�่งจ�กวตัถใุหค้ว�มสว�่งอืน่อย�่ง-
นอ้ย 0.5 เมตร มฉิะนัน้อ�จเกดิเพลงิไหมไ้ด ้
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ENGLISH
WHEN CHANGING BULBS - Make sure 
the new lamp is marked with the symbol 
above. Halogen bulbs get very hot. Allow 
the lamp to cool before changing bulbs.

中文
在更换灯泡时——确保新的灯泡标有上述标

记。 卤素灯泡会很热。 在更换灯泡之前， 让灯
泡冷却。

繁中
更換燈泡時- 確認新燈泡上是否有記號. 鹵素燈泡
會變得很熱. 更換燈泡前, 先讓燈泡的溫度降低.

한국어
전구를 교체할 때 - 새로운 전구에 위 표시가 그려
져 있는지 확인하세요. 할로겐 전구는 매우 뜨거워
집니다. 열이 식은 후에 전구를 교체하세요.

日本語
電球の交換をするときは、 新しい電球に上記
のシンボルが付いていることを確認してくださ
い。 ハロゲンランプは非常に熱くなります。
電球の交換は、 電球が冷えてから行ってくださ
い。
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BAHASA INDONESIA
SAAT MENGGANTIKAN BOHLAM - 
Pastikan bohlam baru ditandai dengan 
simbol di atas. Bohlam halogen akan 
sangat panas. Biarkan lampu mendingin 
sebelum menukar bohlam.

BAHASA MALAYSIA
APABILA MENGGANTIKAN MENTOL - 
Pastikan lampu baru ditandakan dengan 
simbol di atas. Mentol halogen menjadi 
sangat panas. Biarkan lampu sejuk sebe-
lum menukar mentol.

عربي
عند تغيير اللمبات -تأكد أنّ المصباح الجديد مؤشر 

عليه بالرمز أعاله .لمبات الهالوجين تصبح ساخنة جداً. 
إسمح للمصباح بأن يبرد قبل تغيير اللمبات.

ไทย
เมือ่ตอ้งก�รเปลีย่นหลอดไฟ ใหเ้ลอืกใชห้ลอดทีม่-ี
สญัลกัษณข์�้งตน้ระบไุวเ้ท�่นัน้ หลอดฮ�โลเจนเป็น-
หลอดทีม่คีว�มรอ้นสงู จงึควรปลอ่ยใหเ้ย็นลงกอ่น-
ทำ�ก�รเปลีย่นหลอดใหม่
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