
ENGLISH

Lantern for block candle

IMPORTANT!
Use only 1 block candle with a maximum 
height of 25 cm (10”) and a maximum dia-
meter of 8 cm (3 ¼”).

Not intended for hanging.

IMPORTANT!
The lantern can get hot. Place it on a 
fireproof, heat-resistant material, a safe 
distance away from combustible materials. 
Never leave a lit candle unattended. Do not 
drop any objects, incl. matches, on the ca-
ndle. Extinguish by snuffing out the flame.

中文

块状蜡烛专用烛灯

重要事项！
只能使用 1 个高度不超过 25cm(10 英寸 ) 直径不超
过 8cm(3 ¼ 英寸） 的阔形蜡烛。

不能悬挂。

重要事项！
灯具会变热。 将它放在远离易燃材料的防火、 耐
热材料上。 禁止将点燃的蜡烛置于无人看管之下。
不要将包括火柴在内的任何物品掉落在蜡烛上。 以
熄灭火焰的方式熄灭蜡烛。

繁中

塊狀蠟燭燭台

重要資訊！
僅能使用1個塊狀蠟燭，高度不可超過25公分，直徑
不可超過8公分。

不可懸掛。

重要訊息!
由於提燈會變熱，請將提燈懸掛或放置於防火耐熱
材質上，與可燃物質保持安全距離。離開時不可留下
點燃中的蠟燭。不可將任何物品丟在蠟燭上，包括火
柴。請弄熄燭火。

한국어

양초 랜턴

중요!
높이25cm, 직경8cm 이하의 양초만 사용하세요.

걸어두고 사용할 수 없습니다. 

중요!
랜턴은 사용 시 매우 뜨거워 집니다. 내화, 내열성 
받침 위에 올려 놓고, 가연성 재질로부터 안전한 거
리에 두세요. 불이 붙은 초를 방치하지 마세요. 초 
위에 성냥을 비롯한 어떠한 물건도 떨어뜨리지 마세
요. 불꽃은 덮어서 꺼 주세요.

日本語

ブロックキャンドル用ランタン

重要！
高さ 25cm （10 インチ） 以下、 直径 8cm （3 
¼ インチ） 以下のブロックキャンドルを 1 本だ
けご使用ください。

吊り下げて使用しないでください。

重要！
ランタンは熱くなります。 耐火 ・ 耐熱性素材の
上に置いてください。 燃えやすいものを近くに置
かないでください。 火を灯している間はそばを離
れないでください。 マッチの燃え殻などをキャン
ドルの上に落とさないでください。 火を消すとき
はキャンドル火消しなどを使い、 安全な方法で消
してください。
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BAHASA INDONESIA

Lantera untuk lilin balok

PENTING!
Hanya gunakan 1 lilin blok dengan tinggi 
maksimal 25 cm (10”) dan diameter 
maksimal 8 cm 3 ¼”).

Tidak untuk digantung.

PENTING!
Lentera dapat menjadi panas. Tempatkan 
pada bahan tahan api, tahan panas, 
pada jarak aman jauh dari bahan mudah 
terbakar. Jangan pernah meninggalkan 
lilin menyala tanpa pengawasan. Jangan 
menjatuhkan benda apapun pada lilin, 
termasuk korek api. Padamkan dengan 
meniup sumbu api.

BAHASA MALAYSIA

Lantera untuk lilin blok

PENTING!
Hanya gunakan blok lilin dengan tinggi 
maksimum 25 sm (10 inci dan diameter 
maksimum 8 sm (3 1/4 inci).

Bukan untuk digantung.

PENTING!
Lantera boleh menjadi panas. Letakkannya 
pada bahan kalis api, tahan haba, dan 
jauhkan daripada bahan mudah terbakar. 
Jangan biarkan lilin menyala tanpa seliaan. 
Jangan jatuhkan sebarang objek, termasuk 
mancis pada lilin. Padamkan lilin dengan 
memadamkan api pada sumbu.

عربي

مشكاة لقالب شمع

هام!
فقط استخدمي قالب شمع واحد بارتفاع 25 سم10)  

بوصة (كحد اقصى .وقطر 8 سم ¼ 3) بوصة (كحد 
اقصى.

غير مخصص للتعليق.

هام:
يمكن للمبة أن تصبح ساخنة ,ضعها في مكان ضد 

الحريق ومقاوم للحرارة وعلى بعد مسافة كافية من 
المواد القابلة لالحتراق .ال تترك أي شمعة مشتعلة 
بجوارها .ال تلقي بأي جسم على الشمعة بما فيه 

الكبريت .لإلطفاء ,قم بتبديد اللهب.

ไทย

โคมใสเ่ทยีนแทง่

ขอ้มลูส�ำคญั!
หา้มใชเ้ทยีนทีม่คีวามสงูเกนิ 25 ซม. (10 นิว้) และขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กนิ 8 ซม. (3.25 นิว้) เทา่นัน้

หา้มแขวนหรอืหอ้ยเชงิเทยีน

ส�ำคญั
โคมอาจรอ้นขณะใช ้ใหว้างโคมไวบ้นวสัดกุนัรอ้นและทน
ไฟ และวางใหห้า่งจากวสัดทุีต่ดิไฟได ้หา้มจดุเทยีนทิง้
ไวโ้ดยไมม่คีนอยูเ่ด็ดขาด อยา่ทิง้ไมข้ดีไฟ หรอืสิง่อืน่ลง
บนเปลวเทยีน และดบัเทยีนใหส้นทิ


