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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 instructions 
for future use.

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

English
The light source of this luminaire is not 
replaceable; when the light source reaches its end 
of life the whole luminaire shall be replaced.

English
ONLY USE A SAFETY TRANSFORMER WITH A SELV 
OUTPUT AS A SUPPLY FOR THE PRODUCT.

中文
重要安全说明
仅供室内使用。 
定期检查电线、变压器及所有其他部件是否有损坏。
如果任何部件有损坏，请勿使用该产品。 
重要信息！请妥善保管本说明书，以备日后参考。

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
该照明装置内的光源不可替换，若光源无法继续使
用，必须更换整个照明装置。

中文
仅能使用安全变压器（SELV输出），供应产品电源。

繁中
重要安全說明
僅適合室內使用。
定期檢查電線、變壓器及其他所有零件是否受損。若
發現任何零件受損，應停止使用產品。重要資訊！請
妥善保存，以供參考。

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
不可更換燈泡；如果燈泡無法發亮，請更換整組燈
具。

繁中
僅能使用安全變壓器(SELV輸出)，供應產品電源。

한국어
주요 안전 설명서
실내에서만 사용하세요.
주기적으로 전선과 변압기, 기타 부품이 손상되지 않았는
지 확인해주세요. 부품이 손상된 경우에는 제품을 사용해
서는 안 됩니다. 중요! 나중에 사용할 수 있도록 본 설명서
를 보관해주세요.

한국어
본 조명의 외부 신축성 케이블/코드는 교체가 불가능합니
다. 코드에 손상이 있을 경우에는 조명기구를 폐기하세요.

한국어
본 제품의 전등은 교체할 수 없습니다. 전구의 수명이 다한 
경우에는 제품을 교체해야 합니다.

한국어
안전 초저전압(SELV) 출력 어댑터만 사용하세요.
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日本語
安全に関する重要なお知らせ
室内専用
コード、充電アダプター、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。いつ
でも参照できるように大切に保管してください。

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
本製品の光源は交換できません。光源が寿命を迎え
たら、本体ごと交換してください。

日本語
付属のSELV出力のACアダプター以外は使用しない
でください。

Bahasa Indonesia
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING
Hanya untuk penggunaan dalam ruang.
Periksa kabel, trafo dan semua bagian lainnya 
secara berkala untuk kerusakan. Jika terdapat 
bagian yang rusak, produk sebaiknya tidak 
digunakan.
Informasi penting! Simpan petunjuk ini untuk 
penggunaan berikutnya.

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
Bohlam di dalam lampu ini tidak dapat diganti; 
ketika bohlam sudah mati, lampu harus diganti.

Bahasa Indonesia
HANYA GUNAKAN TRAFO PENGAMAN DENGAN 
SELV OUTPUT SEBAGAI SUPLAI PRODUK.

Bahasa Malaysia
ARAHAN PENTING KESELAMATAN
Untuk kegunaan dalam kediaman sahaja.
Kerap periksa kord, transformer dan semua 
bahagian-bahagian lain jika terdapat kerosakan. 
Jika ada, produk tidak boleh digunakan. Maklumat 
penting! Simpan arahan ini untuk kegunaan masa 
hadapan.

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

Bahasa Malaysia
Sumber cahaya sistem lampu tidak boleh diganti; 
apabila hayat sumber cahaya berakhir, seluruh 
sistem lampu akan diganti.

Bahasa Malaysia
HANYA GUNAKAN TRANSFORMER KESELAMATAN 
DENGAN OUTPUT SELV SEBAGAI BEKALAN UNTUK 
PRODUK TERSEBUT.

عربي
تعليمات سالمة مهمة

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

إذا عطب أي جزء ال يجب إستعمال المنتج. 
معلومات هامة! إحفظ هذه التعليمات لإلستخدام وقت 

الحاجة.

عربي
يحظر تغيير السلك المرن الخارجي لهذا المصباح. في حال 

الضرر، يتلف المصباح.

عربي
مصدر الضوء لهذا المصباح غير قابل لالستبدال؛ عندما يصل 
مصدر الضوء إىل نهاية عمره االفتراضي يجب تغيير المصباح 

بالكامل.

عربي
استخدم فقط محول أمان مع مخرج ذو فولتية منخفضة جداً 

كمصدر طاقة للمنتج.
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ไทย
ค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย
ส�ำหรบัใชง้ำนในรม่เท่ำนัน้
หมัน่ตรวจสอบสำยไฟ เครื่องแปลงไฟ และชิน้สว่นอ่ืนๆ วำ่
ช�ำรุดหรอืไม ่หำ้มใชส้นิค้ำนี้ หำกชิน้สว่นใดๆ ช�ำรุด ขอ้มูลส�ำคัญ 
เก็บค�ำแนะน�ำนี้ไวใ้ชอ้้ำงอิง

ไทย
สำยเคเบลิหรอืสำยไฟอ่อนของโคมไฟไมส่ำมำรถเปล่ียนใหม่
ได้ หำกสำยไฟช�ำรุดเสยีหำย ต้องท้ิงโคมไฟทัง้ชุด หำ้มน�ำไปใช้
งำนเด็ดขำด 

ไทย
หลอดไฟเป็นแบบเปล่ียนไมไ่ด้ เมื่อหลอดไฟหมดอำยุกำรใชง้ำน 
จ�ำเป็นต้องเปล่ียนโคมไฟใหม่

ไทย
เพื่อควำมปลอดภัย ใชห้มอ้แปลงไฟฟำ้ท่ีใชแ้รงดันไฟฟำ้ต�่ำ
พเิศษขัน้ปลอดภัย (SELV) เท่ำนัน้
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English
LED driver and power supply cord are sold 
separately.

中文
LED驱动器和电源线须另购。

繁中
LED驅動器和電源線需另購。

한국어
LED 드라이버와 전원 코드 별도 판매

日本語
LEDドライバーと電源コードは別売りです。

Bahasa Indonesia
Driver LED dan kabel supai daya dijual terpisah.

Bahasa Malaysia
Pemacu LED dan kord bekalan kuasa dijual 
berasingan.

عربي
موزع LED وسلك الطاقة يباعان عىل حدة.

ไทย
LED ไดรเ์วอรแ์ละปลัก๊ต่อหลอดไฟแยกจ�ำหน่ำย
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