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Tom Tom Setting
Insert the long ends of the Tom Holders into the Tom 
Holder Bracket on the Bass Drum as shown (Fig.7) and 
tighten the Wing Nut on the Tom Holder Bracket. Next, 
loosen the Wing Nut on the TH-70I Tom Holder. Adjust 
the angle of the Tom Holder so you can attach the Tom 
Tom easily then retighten the Wing Nut (Fig.8). Attach the 
Tom Tom to the other end of the Tom Holder and tighten 
the Wing Nut on the mounts on the Tom Tom. 

タムホルダー

ハイハットスタンド

スネアスタンド

ドラムペダル

シンバルスタンド

ライドシンバル （20"）

ハイハットシンバル（14"）

スネアドラム

タムタム

バスドラム

フロアタム

図2

図1（フロント側）

バスドラムの組み立て
バスドラムはシェル、バスドラムフープ、ヘッドとパーツが別々
に梱包されていますので、下記の順で組み立ててください。

タムタムのセッティング
タムホルダーをバスドラムのタムホルダーベースに差し込
み、タムホルダーベースのウイングナットを締めて固定しま
す。次にタムホルダーのウイングナットをゆるめて調整し、
角度が決まりましたらウイングナットをしっかりと締めます。
続いてタムタムをタムホルダーのパイプに取り付け、タムタ
ムのマウントのウイングナットを締めて固定します。演奏し
やすい位置にタムホルダーの高さ、角度を調整してください
( 図 7)。

ドラムペダルのセッティング
バスドラムを図 6 のようにたてて、お手持ちのペダルをペダ
ルクランププレートに取り付けてください。必要に応じてス
パーとペダルクランププレートの高さを調整してください。
その際、バスドラムが倒れないように片方の手で支えてくだ
さい。調整が終わりましたらスパーとバスドラムブラケット
のウイングボルト、ペダルクランププレートのストップロック
がしっかりと締まっていることをご確認ください ( 図 6)。
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4. Insert the Pedal Clamp Plate into the Clamp Plate Base 
as shown and tighten the Wing Bolt to secure. Loosen 
the Wing Nut on the Bass Drum Spur and rotate it to the 
position shown in Fig.6. Tighten the Wing Nut to secure. 
Loosen the Wing Bolt and extend the Spurs making 
sure that both sides are equal in length, and tighten the 
Wing Bolt to secure. The Bass Drum Spurs have Spike 
Tips (for added slip resistance) that can be exposed by 
turning the Lock Nut and Rubber Tip clockwise (Fig.5).

1. Place the Shell on a clean, solid surface with the front 
side (the side with the Bass Drum Spurs attached) 
facing upwards. Put the Front Head with Pearl Logo on 
the Shell then attach the Bass Drum Hoop with flat side 
down on the Rim of the Head (Fig.1).

3. Turn the shell over to the batter side and place the 
other Head and Bass Drum Hoop on the Shell. Position 
the Bass Drum Hoop so that the cut is aligned with the 
Clamp Plate Base (Fig.3). Attach the Tension 
Rods/Hooks in the same way as the front side (Fig.4).

Bass Drum Assembly
The Bass Drum is packed with the Shell, Bass Drum 
Hoops, Heads and Parts unassembled. Please follow the 
instructions below to assemble the Bass Drum.

Drum Pedal Setting
Position the Bass Drum upright as shown and attach your 
Bass Drum Pedal to the Pedal Clamp Plate. Adjust the 
height of the Pedal Clamp Plate and the length of the 
Spurs if necessary. When making the adjustment, hold the 
Bass Drum with one hand to prevent the drum from falling 
over. When the height is set, make sure to tighten the 
Wing Bolts on the Clamp Plate Base and the Spurs, and 
the Stop Lock on the Pedal Clamp Plate (Fig.6). 

Floor Tom Assembly
The Floor Tom is packed with the Shell, Steel Hoops, 
Heads and Floor Tom Legs unassembled. Please follow 
the assembly instructions below to assemble the Floor 
Tom.

1. Place the Shell on a clean, solid surface with the batter 
side facing upwards as shown in Fig.10. Put the Head 
on the Shell followed by the Steel Hoop. 

2. Line up the ears of the Steel Hoop over the Lugs and 
insert the Tension Rods through the ears. Finger tighten 
them into all the Lugs on this side of the drum. Using a 
Tuning Key, tighten the Tension Rods until secure (Fig. 
10).

3. Turn the drum over and attach the other Head and Steel 
Hoop with the remaining Tension Rods.

4. Attach the Floor Tom Legs to the Floor Tom Leg 
Brackets and set the height and angle to your 
preference. Tighten the Wing Bolt to secure position 
(Fig.10,11).  
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2. Pass a Tension Rod through a Hook, and hook it on the 
Bass Drum Hoop above a Lug. Finger tighten the 
Tension Rod into the Lug and do the same with the rest 
of the Tension Rods/Hooks on this side of the drum 
(Fig.2). Using a Tuning Key, tighten the Tension Rod 
until secure.

ヒント
フロント側には切込みがないバスドラムフープをご使用ください。

注意

CAUTION
The Spike Tips are sharp. Be careful not to hurt yourself or 
others when using them. Use the Spike Tips only on thick 
carpeted surfaces to prevent damage to the flooring underneath.

Note
The Bass Drum Hoop WITHOUT the cut is used on the front 
side.

Please refer to the Set-Up Example on the cover 
page of this manual to see the completed kit. 

For Pedal and Hi-Hat Stand assembly, refer to the 
individual manuals (included).

※各スタンドのセッティングポジションは " ドラムセット完成
参考図 " を参照してください。

※ドラムペダルとハイハットスタンドはそれぞれのマニュア
ルをご参照ください。

演奏の前に各スタンド、ドラム、パーツのウイングナット、
ウイングボルト、キーボルト等がしっかり締まっていること
をご確認ください。

取扱説明書
この度は、パールドラムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をご覧下さい。

PEARL DRUMS

Instruction Manual   
Congratulations on your purchase! To get optimum performance from your Pearl drum set, 

please read this Instruction Manual first before playing.

シェルをフロント側（バスドラムスパーの付いている方）を
上にして床に置き、Pearl ロゴのあるフロントヘッドをかぶせ、
バスドラムフープを平らな方を下にしてのせます ( 図 1)。

1.

フロアタムの組み立て
フロアタムはシェル、スチールフープ、ヘッドとフロアタムレッ
グが別々に梱包されていますので、下記の順で組み立ててく
ださい。

シェルを図 9 のように打面側を上にして床に置き、ヘッ
ドをかぶせ、その上にスチールフープをのせます。

1.

スチールフープにテンションボルトを通し、ラグにねじ込
みます。指先で 2～3 回締めたあと、付属のチューニン
グキーを使って締めつけます。

2.

ボトム側も同じ手順でヘッドとスチールフープを取り付け
ます。

3.

シェルの反対側 ( 打面側 ) を上にして、フロント側同様
にヘッドとバスドラムフープをシェルに乗せます。バ
スドラムフープは切込みがクランププレートベースと
同じ位置にくるように向きを調整してください ( 図 3)。
バスドラムフープの位置が決まりましたら、フロント
側と同じ手順でテンションボルトをフックに通してラ
グに取り付けてください ( 図 4)。

3.

クランププレートベースにペダルクランププレートを図の
向きで差し込み、ウイングボルトで固定します。バスドラ
ムスパーはウイングナットをゆるめ図 6 の位置にくるよう
に回転し、ウイングナットを締めて固定します。次にウイ
ングボルトをゆるめスパーを伸ばします。左右のスパー
が同じ長さになるよう調整して、ウイングボルトを締めて
固定します。バスドラムスパーは床とのズレを防止する剣
先を装備しています。必要に応じてロックナットとラバー
チップを時計方向に回して剣先を出してください。( 図 5)。

3.

テンションボルトをフックに通しラグにねじ込みます ( 図
2)。指先で 2~3 回締めたあと、付属のチューニングキー
を使って締めつけます ( 図 2)。

2.

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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Printed in China
-1511-

Bass Drum Hoop
Cross-section

drawing

バスドラムスパー

バスドラムフープ

フロントヘッド

シェル

バスドラムフープ
断面図

Fig.1
(Front side)

Fig.4
(Batter side)

Note
The Tom Holders are equipped with StopLocks that keep the 
drums from slipping or rotating and to memorize position 
settings for quick and repeatable set-ups. When the position 
of the Tom Toms are set, place each StopLock into the  slots 
in the Tom Holder Bracket and the mounts on the Tom Toms 
to retain these settings (refer to the Set-Up Example 
illustration on the first page of this manual) (Fig.9).

ヒント
タムホルダーには回転、ズレ防止のためのリングストッパーが付い
ています。タムタムの位置が決まりましたら、リングストッパーをそ
れぞれタムホルダーベースとタムタムのマウントにあるみぞにはめ
込み、付属のチューニングキーを使ってキーボルトを締めて固定し
てください ( 図 8)。

フロアタムレッグをレッグブラケットに差し込みます。フ
ロアタムがお好みの高さ・角度になるよう調節し、ウイ
ングボルトを締めて固定します ( 図 10)。

4.

注意

Make sure that all Wing Bolts, Wing Nuts, Bolts and 
Screws on the Stands and  the Drums are tight 
before playing on your drum set.

CAUTION

-MDT-

テンションボルト

ラグ

スチールフープ
ヘッド

フロアタムレッグ

ウイングボルト

レッグブラケット

タムホルダーベース

リングストッパー

キーボルト
ペダルクランプ
プレート

クランププレート
ベース

ウイングボルト

ウイングボルト

ウイングナット

バスドラムスパー

ドラムセット完成参考図
※スタンドとシンバルはオプションでセットには含まれておりません。

Tom Holder

Hi-Hat Stand

Snare Stand 

Drum Pedal

Cymbal Stand

Ride Cymbal

Hi-Hat Cymbal

Snare Drum

Tom Tom

Bass Drum

Floor Tom

PEARL DRUMS

-MDT-

Set-Up Example
*Stands and Cymbals are not included in the set.

ケガの恐れがありますので剣先をご使用の際は取扱いに十分ご注意
ください。また、剣先を出してのご使用は床を傷つける場合があり
ますので、厚手のカーペット等の使用をおすすめいたします。
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