


























How to use the Bluetooth FM Aux-Input?
 

Bluetoothを使う (Bluetooth　FM　AUX 入力の使用方法)

 

新しい電話機またはデバイスに接続する
新しい電話に接続したい場合は、[BT] ボタンを押します。そ
の後 Mighty Bluetooth が [ ペアリング ] モードになり、新し
い電話（デバイス）をスキャンします。
新しい電話機で、[Mighty] の名前を見つけてクリックし、電
話機を Mighty の Bluetooth に接続します。

再生 / 一時停止
これらのボタンを使って音楽を再生 / 一時停止することがで
きます。

[ お知らせ ]
電話機またはデバイスの Bluetooth 機能への接続方法は、各端末、デバイスにより異なります。
Bluetooth への接続方法はお持ちの端末、デバイスの説明書をご確認ください。
[Tip]
In order to turn on the Bluetooth feature on the phone, select [Settings] and then select Bluetooth 
menu and then turn it on.

自動接続
Mighty Bluetooth は最後に接続された電話名を記憶するこ
とができるので、もう一度 Mighty をオンにすると、最後に接
続された電話を自動的に接続します。
Automatic Connection
The Mighty Bluetooth can remember the last connected phone 
name, so when you turn on the Mighty again, the Mighty 
Bluetooth connects the last connected phone automatically. Connect to a new phone

If you want to connect to a new phone, you need to press [BT] 
button and then the Mighty Bluetooth goes to the [Pairing] mode 
and it scans the new phone (device).
On the new phone, find the [MIGHTY] name and click on it to 
connect the phone with the Mighty Bluetooth.

Play / Pause
You can play / pause music by using these buttons.

音量アップ/ ダウン
音量上下ボタンを使って音量を調整できます。
音量を調節するには、ボタンを長押しします。
Volume Up / Down
You can adjust the volume by using the volume up / down 
buttons.
In order to adjust the volume, press for long the buttons.

FF / REW
これらのボタンを使って、次の曲［FF］または前の曲［REW］に
戻ることができます。
[FF] / [REW] をするには、ボタンを短く押します。
FF / REW
You can go to the next song [FF] or go back to the previous song 
[REW] by using these buttons.
In order to do [FF] / [REW], press the button for short.

▶ Bluetooth を使う
最初に [ 主電源スイッチ ] をオンにし、次に下の [ オーディオ
電源スイッチ ] を押してオーディオをオンにします。
▶ Use the Bluetooth
You need to turn on [the Main Power Switch] first and then press 
[the Audio Power Switch] below to turn on the audio.

次に、下の [BT] ボタンを押して Bluetooth 機能をオンにし
ます。
これで電話機にデバイス名 [MIGHTY] が表示され、名前をク
リックすると、電話機が Mighty Bluetooth スピーカーに接
続できます。
And then press [BT] button below to turn on the Bluetooth 
function.
Now you can see the device name [MIGHTY] on the phone and 
click the name to connect the phone with the Mighty Bluetooth 
speaker.



[ お知らせ ]
FM チャンネルをスキャンするときは、AC スイッチをオフにしてください。
[Tip]
Do not turn on the AC switch when scanning FM channels.menu and then turn it on.

[Play / Pause] ボタンを押すと周波数が点滅します。
Press the [Play / Pause] button to make the frequency blink.

1. 2.

3. 4.

点滅した状態で [Vol+ / Vol-] ボタンを押して、登録した FM
周波数を上下させます。
While it is flashing, press the [Vol + / Vol-] button to raise or lower 
the registered FM frequency.
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