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中文
注意！
不要覆盖台灯， 因为过热情况下， 可能引起

火灾。

中文
灯具电源线不可更换 ； 电源线损坏后， 灯具

应遗弃， 不可继续使用。

中文
重要安全说明
仅限室内使用。
定期检查电线、 变压器和其他所有的部件是

否损坏。 如有任何部件损坏， 产品则不应使用。
重要信息！保存该说明， 以备将来使用。

警告！
本产品的光源是不可更换的发光二极管

（LED）。
不要拆开产品， 发光二极管会对眼睛造成损

害。
不要浸入水中。

清洁
使用湿布， 严禁使用强力清洁剂。

ENGLISH
CAUTION!
Do not cover. Lamp gets hot, may cause 
fire.

ENGLISH
The external flexible cable or cord of 
this luminaire cannot be replaced; if the 
cord is damaged, the luminaire shall be 
destroyed.

ENGLISH
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
For indoor use only.
Regularly check the cord, the transformer 
and all other parts for damage. If any part 
is damaged the product should not be 
used.
Important information! Keep these in-
structions for future use.

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.

Cleaning
Use a damp cloth, never a strong cleaning 
agent.
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한국어
주의!
덮어놓지 마세요. 램프가 뜨거워지면 화재가 일어
날 수 있습니다.

한국어
본 조명의 외부 신축성 케이블/코드는 교체가 불가
능합니다. 코드에 손상이 있을 경우에는 조명기구
를 폐기하세요.

한국어
안전주의사항
실내 전용
코드, 변압기등 모든 부품의 상태를 정기적으로 점
검하세요. 부품이 손상된 경우 제품을 사용하지 마
세요.
중요한 정보! 추후 참고를 위해 별도로 보관해 주
세요. 

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

청소
젖은 천으로 청소하고 절대 강한 세제를 사용하
지 마세요.

繁中
注意！
因燈具會發熱，不可覆蓋燈具，以免引起火災。

繁中
此照明燈外部的可彎曲電線無法更換;若電線遭到損
壞,照明燈即無法使用.

繁中
重要安全說明
僅供室內使用.
定期檢查電線, 變壓器, 燈罩及其他所有零件是否受
損. 如有任何零件受損, 應停止使用產品.
重要資訊! 保留這些說明以供未來使用.

警告!
此產品的燈光來源是固定的兩極真空燈管(LED).
不可拆卸產品, 因燈管會傷害眼睛.
不可浸於水中. 

清潔說明
使用溼布擦拭乾淨, 不可使用強力清潔劑.



4

BAHASA INDONESIA
PERHATIAN!
Jangan ditutup. Lampu menjadi panas, 
dapat menyebabkan kebakaran.

BAHASA INDONESIA
Bagian luar kabel fleksibel atau kabel 
sambungan penerangan ini tidak dapat 
diganti; bila kabel sambungan rusak, 
lampu penerangan ini harus dibuang.

BAHASA INDONESIA
PETUNJUK PENTING KESELAMATAN
Hanya untuk penggunaan di dalam 
bangunan.
Periksalah secara berkala kabel, 
transfomator dan semua bagian dari 
kemungkinan rusak. Jika ada bagian yang 
rusak, produk tidak boleh digunakan.
Informasi penting! Simpan petunjuk ini 
untuk kepentingan mendatang.

Perhatian!
Sumner penerangan produk ini adalah 
lampu diado yang tidak dapat diganti.
Jangan membongkar produk, sebagai 
dioda cahaya dapat menyebabkan 
kerusakan pada mata.
Jangan rendam ke dalam air.

Pembersihan
Gunakan kain lembab, jangan pernah 
menggunakan agen pembersih.

日本語
注意！
ランプをカバー等で覆わないでください。 ラン
プが加熱し、火災につながるおそれがあります。

日本語
この照明器具の外部ケーブルやコードは交換でき
ません。ケーブル・コードが破損した場合には、
すぐに使用を中止し、 照明器具を廃棄してくだ
さい。

日本語
安全に関する重要なお知らせ
室内専用。
コード、 ACアダプター、 その他のパーツが損
傷していないか定期的にチェックしてください。
損傷が見つかった場合には、 使用を中止してく
ださい。
この説明書には重要な情報が含まれています。
必要なときにご覧いただけるよう大切に保管して
ください。
注意！
この製品の光源には LED （交換不可） を使用し
ています。
目を傷めるおそれがありますので、 製品を分解
しないでください。
製品を水に浸けないでください。
お手入れ方法
湿らせた布で拭いてください。 洗剤を使用する
場合は中性洗剤をお使いください。
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عربي
تنبيه!

ال يجب تغطيته .المصباح يصبح ساخناً، وقد يسبب 
حريقاً.

عربي
يحظر تغيير السلك المرن الخارجي لهذا المصباح .في 

حال الضرر، يتلف المصباح.

عربي
تعليمات السالمة الهامة

لإلستعمال الداخلي فقط.
تحقق بشكل منتظم من السلك، المحوّل و كل األجزاء 

األخرى للضرر .إذا تضرر أي جزء ال يجب إستعمال 
المنتج. 

معلومات هامة !إحفظ هذه التعليمات الستعمال 
مستقبلي. 

تحذير!
مصدر الضوء لهذا المنتج هو ديودات ضوئية غير قابلة 

 (LED).للتغيير
ال تفكّك المنتج، كما يمكن للديودات الضوئية أن تسبب 

ضرراً لألعين. 
ال تغمّس في الماء.

التنظيف
إستعمل قطعة قماش رطبة، أبداً مسحوق تنظيف قوي.

BAHASA MALAYSIA
AMARAN!
Jangan tutup dengan sarung. Lampu akan 
menjadi panas dan mungkin menyebabkan 
kebakaran.

BAHASA MALAYSIA
Kabel atau kord luaran yang fleksibel 
untuk lampu ini tidak boleh diganti; jika 
kord rosak, lampu perlu dimusnahkan.

BAHASA MALAYSIA
ARAHAN KESELAMATAN YANG PENTING
Untuk digunakan di dalam rumah sahaja.
Kerapkali periksa kord, pengubah dan 
semua bahagian lain jika terdapat kerosa-
kan. Jika terdapat kerosakan pada produk, 
ia tidak sepatutnya digunakan.
Maklumat penting! Simpan arahan untuk 
rujukan.

Awas!
Sumber lampu bagi produk ini adalah diod 
lampu (LED)yang tidak boleh diganti.
Jangan leraikan produk, kerana diod lampu 
boleh merosakkan mata. 
Jangan rendam di dalam air.

Membersih
Gunakan kain lembap dan jangan gunakan 
agen mencuci yang kuat.
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ไทย
ขอ้ควรระวงั!
หา้มใชผ้า้หรอืวสัดใุด ปิดหรอืคลมุโคมไฟ เพราะโคมจะ
รอ้น และอาจท�าใหไ้ฟลกุไหมไ้ด ้

ไทย
สายเคเบลิหรอืสายไฟออ่นของโคมไฟไมส่ามารถเปลีย่น
ใหมไ่ด ้หากสายไฟช�ารดุเสยีหาย ตอ้งทิง้โคมไฟทัง้ชดุ 
หา้มน�าไปใชง้านเด็ดขาด

ไทย
ค�าแนะน�าส�าคญัดา้นความปลอดภยั
ส�าหรับใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้
ตรวจสอบสายไฟ หมอ้แปลงไฟฟ้า และชิน้สว่นอืน่ๆ 
อยา่งสม�า่เสมอ หากพบวา่มชี ิน้สว่นใดช�ารดุเสยีหาย ไม่
ควรใชโ้คมไฟ
ขอ้มลูส�าคญั เกบ็ไวเ้พือ่การอา้งองิตอ่ไป

ขอ้ควรระวงั!
หลอดไฟทีใ่ชเ้ป็นหลอด LED ชนดิเปลีย่นใหมไ่มไ่ด ้
อยา่ถอดแยกชิน้สว่นโคมไฟ เนือ่งจากหลอด LED อาจ
เป็นอนัตรายตอ่ดวงตาได ้
อยา่จุม่หรอืแชล่งในน�้า 

การท�าความสะอาด
ใชผ้า้หมาดเชด็ใหส้ะอาด หา้มใชส้ารท�าความสะอาด
ชนดิรนุแรง
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ENGLISH
Decoration Lighting, not suitable for 
household illumination.

中文
装饰灯， 不适用于家庭照明。

繁中
裝飾燈具，不適合做為家庭照明用途。

한국어
장식용 조명입니다. 가정용 일반 조명으로는 적합
하지 않습니다.

日本語
本製品はデコレーション照明です。 家庭用の生
活照明には適していません。

BAHASA INDONESIA
Pencahayaan dekorasi, tidak cocok untuk 
penerangan rumah tangga.

BAHASA MALAYSIA
Lampu Hiasan, tidak sesuai untuk mene-
rangi ruang kediaman.

عربي
إضاءة زينة، ليست مناسبة لتستخدم كإضاءة منزلية.

ไทย
ใชเ้ป็นไฟประดบัตกแตง่ ไมเ่หมาะส�าหรับใชเ้ป็นไฟให ้
แสงสวา่งภายในบา้น
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