


Press the knob again to enter the preset 
sound effects interface, where you can 
select the desired effect using the knob 
and depressing it to confirm your selec-
tion. 

Once the selection is completed, the unit 
will automatically exit to the main 
interface. To exit to the main interface 
without making a selection, depress the 
knob while it is on the ESC setting.

Note: If the controller has not 
performed any function for approxi-
mately 18 seconds, the controller will 
exit the current interface and retain to 
the main interface.
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	书签81334CBD　　　　　　　　　　140\(L\)
	书签EFD16A3F　　　　　　　　　　*110\(W\)
	书签B7E1CA15　　　　　　　　　　*56\(H\)mm
	书签2047A893　　　　　　　　　　5
	书签0660C261　　　　　　　　　　.
	书签76C75FFC　　　　　　　　　　PACKAGE
	书签614F5B34　　　　　　　　　　COMTEMTS
	书签E616E64F　　　　　　　　　　AC2
	书签623AFD9D　　　　　　　　　　controller
	书签B84B93BA　　　　　　　　　　1
	书签2BCC97E8　　　　　　　　　　pc
	书签F51DE78C　　　　　　　　　　Manual
	书签F5EBE638　　　　　　　　　　2pcs
	书签A5A840E9　　　　　　　　　　\(Chinese
	书签4D95B053　　　　　　　　　　/
	书签17072E09　　　　　　　　　　English\)
	书签7731F9F9　　　　　　　　　　Screw
	书签AB288FFB　　　　　　　　　　2pcs
	书签5D84AC23　　　　　　　　　　Velcro
	书签B6C0AE32　　　　　　　　　　2pcs
	书签CE8520AC　　　　　　　　　　1.Remove the bracket    from the remote control
	书签C42C71C3　　　　　　　　　　2.the bracket is fixed to    the car
	书签4F28F771　　　　　　　　　　3.Fix the controller on    the bracket


