Remote control manual
All ON
Long press: 3 lights cutover

Indicator
White light + /Mode -

All OFF
Long press: nightlight
Brightness + /Speed +
Yellow light + /mode +
Brightness - /Speed -

RGB color (7 colors)

30 minutes timing off

RGB auto play (3 types)

60 minutes timing off

Long press to exit RGB

Group 1,2

Match code:
1) Turn off the 2 bulbs by push switch
(not remote control);
2) Remove one of the bulbs, then turn on another bulb by push switch
, press
"group 1 on" once as soon as possible within 3 seconds, the bulb will flash 3 times,
this bulb is paired to "group 1" successfully.
3) Repeat step 1, put on the other unpaired bulb, then turn on the 2 bulbs by push
switch
, press "group 2 on" once as soon as possible within 3 seconds, the
unpaired bulb will flash 3 times, this bulb is also paired to "group 2" successfully.
Clear code:
1) Turn off the 2 bulbs by push switch
(not remote control);
2) Turn on the 2 bulbs by push switch
, within 3 seconds, press "group 1 on" 5
times continuously, the bulb of "group 1" will flash 5 times, code of this bulb is
cleared successfully.
3) Repeat step 1, remove the cleared bulb, then turn on the other bulb by push
switch
, within 3 seconds, press "group 2 on" 5 times continuously, the bulb of
"group 2" will flash 5 times, code of this bulb is cleared successfully.
Ver2.0

リモートコントロール取扱説明書
すべて ON
すべて最長の長押し

インジケータ

すべて OFF
ロングプレスオールナ
イトライト
明るさ+/スピード+

白色光+/モード-

黄色の光+/モード+

RGB スタティックカラ
フルモード(7 色)

明るさ-/スピード-

RGB オートプレイモード
(3 種類)
長押しで RGB モードを抜ける

ライトを消すために 30 分
ライトを消すために 60 分

グループ 1,2

マッチコード：
1）2 つの電球をプッシュスイッチ

（リモコンではなく）でオフにします。

2）電球の 1 つを取り外し、プッシュスイッチで別の電球を点灯させ、3 秒以内にできるだ
け早く「グループ 1」を押すと、電球が 3 回点滅し、この電球は「グループ 1」とペアにな
ります。
3）ステップ 1 を繰り返し、他のペアになっていないバルブを入れ、プッシュスイッチで 2
つのバルブをオンにし、3 秒以内にできるだけ早く「グループ 2 オン」を押すと、ペアのな
いバルブが 3 回点滅します。 「グループ 2」に対になります。
クリアコード：
1）2 つの電球をプッシュスイッチ

（リモコンではなく）でオフにします。

2）プッシュスイッチで 2 つの電球を点灯させ、3 秒以内に「グループ 1」を 5 回連続して
押すと、「グループ 1」の電球が 5 回点滅し、この電球のコードが正常に消去されます。
3）ステップ 1 を繰り返し、クリアバルブを取り外し、プッシュスイッチで 3 秒以内に「グ
ループ 2」を 5 回続けて押すと、「グループ 2」の電球が 5 回点滅し、この電球のコードが
正常に消去されます。

