
ÖSTANÅ



2

ENGLISH
IMPORTANT!
Always shut off power to the circuit before 
starting installation work. The installa-
tion shall be carried out by a authorised 
electrical contractor. The luminaire must 
be permanently installed in the electric 
system. This product is moisture proof 
tested.
Different materials require different 
types of fittings. Always choose screws 
and plugs that are specially suited to the 
material.

中文
重要事项
安装工作开始前， 请务必切断电路电源。

在一些国家， 电气安装工作必须由授权的电力承
包商进行。 灯具必须永久安装于电路系统中。 此
产品已通过防潮测试。

不同的材料需要使用不同类型的安装件。 请
始终选择适合材料的螺丝和螺栓。

繁中
重要訊息！
安裝前請務必關掉電源。有些國家的電力安裝工作
需由有執照的專業電工執行，請聯絡當地的電力機
構尋求協助。安裝工作需由專業人員執行，燈具需
永久連接到電路系統，安裝在正確的區域。此產品
經過測試可防潮。
不同材質需使用不同種類的固定配件，請選用適合
家中牆壁和天花板材質的螺絲及插頭。

한국어
중요!
설치 작업을 시작하기 전에 반드시 회로 전원을 차
단하세요. 전기 설치는 공인전기시공업체가 실시
해야 합니다. 본 조명기구는 전기 시스템에 고정설
치 해야합니다. 본 제품은 방습 테스트를 통과한 
제품입니다.
소재에 따라 필요한 고정장치가 다릅니다. 반드시 
소재에 적합한 나사와 칼브럭을 사용하세요.

日本語
重要！ 
設置作業を開始する前に必ずブレーカーを切って
ください。  配線工事は電気工事店に依頼してく
ださい。 この照明器具は配線工事が必要な据え
付け型です。この製品は防湿性テスト済みです。
取り付け面の材質によって使用できる固定具の種
類が異なります。 必ず取り付け面の材質に合っ
たネジやネジ固定具を使用してください。

BAHASA INDONESIA
PENTING!
Selalu matikan listrik ke sirkuit sebelum 
memulai pekerjaan pemasangan. 
Pekerjaan pemasangan listrik hanya 
boleh dilakukan oleh kontraktor listrik 
tersertifikasi. Penerangan ini harus 
terpasang secara permanen dalam 
sistem listrik. Produk ini telah lulus uji 
kelembaban.
Bahan yang berbeda memerlukan jenis 
kelengkapan yang berbeda. Pilih selalu 
sekrup dan baut yang sesuai dengan 
bahan anda.
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BAHASA MALAYSIA
PENTING!
Sentiasa padamkan bekalan kuasa ke 
litar sebelum memulakan kerja-kerja 
pemasangan. Pemasangan elektrik boleh 
dilakukan oleh kontraktor elektrik yang 
disahkan. Lampu mestilah dipasang secara 
kekal ke dalam sistem elektrik. Produk ini 
diuji kalis lembapan.
Bahan berlainan memerlukan jenis 
pemasangan yang berlainan. Sentiasa pilih 
skru dan plag yang paling sesuai dengan 
bahan.

عربي
هام!

دائماً أفصل الطاقة عن الدائرة الكهربائية قبل البدء 
في أعمال التركيب .ينبغي أن يتم التركيب بواسطة 
كهربائي معتمد .يجب تركيب المصباح بشكل دائم 

وتوصيله بالكهرباء .هذا المنتج مقاوم للرطوبة .المواد 
المختلفة تتطلب أنواعاً مختلفة من أدوات التثبيت. 

ينبغي دائماً اختيار المسامير والقوابس المالئمة للمواد.

ไทย
ส�ำคญั!
ตอ้งตดัวงจรไฟฟ้ำทกุครัง้ กอ่นเริม่ท�ำกำรตดิตัง้อปุกรณ์
ไฟฟ้ำ ควรด�ำเนนิกำรตดิตัง้เป็นกำรถำวรโดยชำ่งผูม้ใีบ
อนุญำต โคมไฟนีไ้ดผ้ำ่นกำรทดสอบแลว้ วำ่มคีณุสมบตัิ
สำมำรถทนตอ่ควำมชืน้ไดด้ี
วสัดผุนังหรือิเพดำนมหีลำยแบบแตกตำ่งกนั จ�ำเป็นตอ้ง
เลอืกใชอ้ปุกรณย์ดึตำ่งชนดิกนัดว้ย ควรเลอืกใชส้กรู
และพกุชนดิทีเ่หมำะกบัพืน้ผวิทีต่อ้งกำรตดิตัง้
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ENGLISH
WHEN CHANGING BULB - use only GU10 
LED  bulb. 
Do not use GU10 Halogen.

中文
更换灯泡时——只能使用GU10 LED灯泡，

不能使用 GU10 卤素灯泡。

繁中
更換燈泡時只能使用LED燈泡(GU10)。請勿使用
鹵素燈泡(GU10)。

한국어
전구 교체 - GU10 LED 전구만 사용하세요. 
GU10 할로겐은 사용할 수 없습니다.

日本語
交換用電球は必ず LED 電球 （GU10 口金） を
ご使用ください。 ハロゲン電球（GU10 口金）
は使用しないでください。

BAHASA INDONESIA
SAAT MENGGANTI BOHLAM - hanya 
gunakan bohlam LED GU10. Jangan 
gunakan Halogen GU10.

BAHASA MALAYSIA
APABILA MENUKAR MENTOL - guna 
hanya mentol LED. Jangan guna Halogen 
GU10.

عربي
عند تغيير اللمبة - استخدم فقط لمبة .GU10 LED ال 

 GU10.تستخدم لمبة هالوجين

ไทย
กำรเปลีย่นหลอดไฟ - ใชห้ลอด LED  GU10 เทำ่นัน้ 
หำ้มใชห้ลอดฮำโลเจน GU10
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