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フットボードアングルの調整
ユニロックフットボードアングルカムのキーボルト
をゆるめると、スプリングのテンションを変えるこ
となくフットボードのアングルを無段階に調整する
ことができます。アングルが決まったらキーボルト
で固定してください（図8-A）。また、ユニロックフッ
トボードアングルカムには、メモリーゲージが刻み
こまれているため、セッティングの際に便利です（図
8-B）。

H L

H L

Uni-Lock Footboard
Angle Cam

Key Bolt

Drum Key

Fig. 8-A Fig. 8-B

Tip : You may need to rotate the Drive Shaft Assembly 
to bring the footboard of the Slave Side (left) Pedal to 
the proper playing height (angle) before attaching the 
Drive Shaft Joints (A)  to both pedals.

Oil, Velcro Tape (x6),  Allen Wrench (3mm, 2.5mm) http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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Bolt

Tip : If the Drive Shafts are extended too far, they will 
separate from the Center Connecting Tube. 
Reassemble them with the dots aligned as shown in 
Fig.15-B.

Connecting the Drive Shaft Assembly
Connect the ends of the Drive Shaft (A) to the 
short extensions (B) on the Main and Slave Side 
Pedals and tighten Key Bolt 1 and then Key Bolt 
2 (Fig.13 ,14).

Loosen the Key Bolts on the Center Connecting 
Tube of the Drive Shaft Assembly and adjust the 
distance between the Main Pedal and the Slave 
Side Pedal to your liking. Re-tighten the Key Bolts 
(Fig.15-A).

Click Lock

Key Bolt
(Uni-Lock 
 Footboard 
 Angle Cam)

Dum Key

Lower Nut

. Converting the Slave Side Pedal
To change the Slave Side of a P-3002D Double 
Pedal into a Single Pedal, detach the Spring 
Assembly and the Beater Holder Link from the Left 
Post of the P-3002D Double Pedal and transfer 
them to the Slave Side Pedal.

To detach the Spring Assembly, disengage the 
Click-Lock   (Fig.23-a) and remove the Lower Nut 
(Fig.23-b) and remove the threaded Bolt from the 
post. Loosen the Key Bolt (Fig.23-c) and remove 
the Uni-Lock Footboard Angle Cam from the post 
(Fig.23-d). Gently spread the Click Lock apart and 
remove it from the post (Fig.23-e). Use caution to 
prevent the Click Lock from deforming. To detach 
the Beater Holder Link, remove the Key Bolt with 
the Multi-Function Drum Key, open the clamp and 
remove it from the shaft (Fig.23-f).

Remove the four Flat Head Screws under the Left 
Post with the provided Multi-Function Drum Key or 
Allen wrench (3mm), and detach the Left Post 
(Fig.21).

Reattach the Hoop Clamp in the position shown 
with two Flat Head Screws using the provided 
Multi-Function Drum Key or Allen wrench (Fig.22). 
Your Main Pedal is now ready to be used as a 
Single Pedal.

Fig. 23

Velcro Strips

Velcro Strips for Slip Prevention
Velcro Strips are provided with P-3002D Double 
Pedals to help prevent slipping when used on 
carpeted floors. To apply, peel off the backing on 
the Velcro Strips and apply them in the locations 
shown. Clean the surfaces thoroughly with 
alcohol and dry completely for best adhesion 
(Fig.19).

Fig. 19

Setting Examples

The Aluminum Traction Dots can be replaced with 
optional NP-283N/7 Rubber Dots for more traction.

Beater 
Holder Link

Included Items

CAUTION

Optional Items (sold separately)
  . Control Core Wood Beater (B-300W)
  . Traction Rubber Grip (NP-283N/7)
  . Pedal Stabilizer ( PS-300 )
  . NiNjA Oil ( OL-300 )

Allen Screw

Allen wrench

Adjustment KnobWing Bolt

Hoop Clamp System
The P-3002D Hoop Clamp System is designed 
with Spherical Rubber Grips allowing the front of 
the bass drum to be raised while keeping the 
pedal flush on the floor. Insert the bass drum 
hoop into the Clamp, and turn the Wing Bolt to 
secure.
The Clamp comes preset from the factory to 
accommodate most bass drum hoops but if 
necessary it can be adjusted to fit thicker or 
thinner hoops. Loosen the Allen Screw on the 
Adjustment Knob with the provided Allen wrench  
(2.5mm) as shown and tighten or loosen the 
Adjustment Knob until proper fit is achieved then 
re-tighten the Allen Screw (Fig.17). If the heel 
plate of the pedal lifts while playing, try loosening 
the Adjustment Knob to change the angle of the 
Hoop Clamp until the pedal remains flat.

Fig. 17

Upper Nut

Spring

Lower Nut
Click Lock

Spring Tension Adjustment
The P-3002D Demon Drive Double Pedal 
features our patented Click Lock spring tension 
retention system. To increase the spring tension, 
disable the Click Lock by lifting the lever upward, 
loosen the Upper Nut and tighten the Lower Nut 
until the desired tension is achieved (Fig.16-A). 
To decrease spring tension, disable the Click 
Lock by lifting the lever upward, loosen the 
Upper Nut and loosen the Lower Nut until the 
desired tension is achieved. When the desired 
spring tension is achieved, tighten the Upper Nut 
to keep the spring tension from loosening then 
press the Click Lock lever down to engage the 
grooves around the Lower Nut until you feel the 
lever "Click" (Fig.16-B). Before playing, make 
sure that both Upper and Lower Nuts are tight 
and the Click Lock lever is in a vertical position 
with both sides of the lever engaged in the 
grooves around the Lower Nut.

Fig. 16-B

Fig. 16-A

Fig. 15-A

Fig. 15-B

Instruction Manual
Congratulations on your purchase! To get optimum performance of your 

"P-3002D" Double Pedal, please read this Instruction Manual before playing.

<a>

<b>

<c>

<f>

<d>

<e>

Reverse the previous sequence and attach the 
Spring Assembly, Beater Holder Link and the 
Beater to the Slave Side Pedal. Change the 
position of the Key Bolt as shown on the Uni-Lock 
Footboard Angle Cam for easier access when 
making Footboard angle adjustments (Fig.24). 
Your Slave Side Pedal is now ready to be used as 
a Single Pedal.

Fig. 24
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Duo-Deck Footboard
The P-3002D features Pearl's patented Duo-Deck 
Footboard, the world's first convertible Short / 
Long Footboard.

To convert the Duo-Deck to a Long Footboard, 
turn the pedal over and remove the four Flat 
Head Screws with the provided Multi-Function 
Drum Key or Allen wrench (3mm) as shown and 
remove the Heel Plate and the Hinge from the 
Bottom Plate (Fig.9). 

Lift the Footboard and remove the four 3-Piece 
Screws with the provided Multi-Function Drum 
Key or Allen wrench   (3mm) as shown, and 
remove the Hinge from the Footboard  (Fig.10). 

Reattach the Hinge to the Footboard in the 
position shown with two 3-Piece Screws using  
the provided Multi-Function Drum Key or Allen 
wrench (3mm) (Fig.11). 

Place the Heel Plate between the Footboard and 
the Hinge  (Fig.12) and attach the Heel Plate with 
the remaining two 3-Piece Screws using the 
Mutli-Function Drum Key or Allen wrench (3mm). 
Attach the Hinge to the Bottom Plate with two Flat 
Head Screws using the Multi-Function Drum Key 
or Allen wrench (3mm) (Fig.12). The Hinge is 
now located at the back of the Footboard to 
achieve a Long Footboard.

Short Footboard Long Footboard

Fig. 12

Fig. 10

Fig. 11

Tip : The Duo-Deck is set at the factory in the Short 
Footboard setting.

Tip : In the initial factory 
setting, the Index Mark is 
centered in the Window as 
shown (Fig. 2)

Index Mark

Index Mark

Fig. 2

Fig. 1-B

Fig. 1-A

Fig. 3

Fig. 4-A

Control Core Beater Setting
Insert the Control Core Beater into the Beater 
Holder Link until it stops against the Beater 
Setting Stopper, and tighten the Key Bolt with the 
provided Multi Function Drum Key (Fig.1-A). 
Make sure that the Beater Setting Stopper is flush 
against the Beater Holder Link with the flat face 
square against the Notch (Fig.1-B).

To change to a higher or shorter beater height, 
loosen the Allen Screw on the Beater Setting 
Stopper with the provided Multi-Function Drum 
Key or Allen wench (3mm) then loosen the Key 
Bolt on the Beater Holder Link (Fig. 3). Set the 
beater to the desired height and re-tighten the 
Key Bolt. Reset the Beater Setting Stopper flush 
against the Beater Holder Link per the 
instructions above.

Footboard Angle Adjustment
The Footboard Angle can be adjusted by 
loosening the Key Bolt on the Uni-Lock 
Footboard Angle Cam and adjusting it to the 
desired angle (Fig.8-A). Re-tighten the Key Bolt 
to secure the angle. A gauge on the side of the 
Angle Cam is provided to reference Footboard 
Angle settings (Fig.8-B).

Beater Stroke Adjustment
The P-3002D Demon Drive Double Pedal 
features our exclusive two-position Beater Holder 
that can be positioned closer or further from the 
drum head for Finesse "A" Position setting or 
Power "B" Position setting respectively.

It also rotates infinitely for perfect beater angle 
without changing the footboard angle.

Changing the Beater Holder Position
To change to the Power setting, loosen the Key 
Bolt to open the clamp and slide the Beater 
Holder to the Power setting position (Fig.4-A, 
4-B). There is no need to remove the Key Bolt 
from the clamp.

Beater Angle Adjustment
To change the angle of the Beater, loosen the 
Key Bolt and set the angle to your preference 
and re-tighten the Key Bolt (Fig.5).

Fig. 4-B

"B" Position (Power)"A" Position (Finesse)

Tip : The Beater Setting Stopper preserves the height 
setting if the beater is removed when transporting the 
pedal.

Tip : The Beater Holder is set at the factory in the 
Finesse "A" Position.

Tip : Indicator marks are provided for referencing 
Beater angle settings (Fig.6).

Fig. 5 Fig. 6

Note : For best results, always use genuine NiNjA Oil.

Tip

Check all Key Bolts and Allen Screws for 
tightness before performances, and tighten 
them with the provided Multi-Function Drum 
Key or Allen wrenches as needed.

Traction Dot

3-Piece Screw

Traction Plate

Traction Plate / Traction Dots
The Traction Plate adjusts to a variety of 
grip/slide configurations. To change the position 
of the Traction Dots, use the Multi-Function Drum 
Key or Allen wrench (3mm) to remove the 
3-Piece Screw beneath the footboard and 
remove the Traction Plate (Fig.18). Rearrange the 
Traction Dots to your preference and replace the 
Traction Plate.

Fig. 18

Spring 
Assembly

注意 : 右のペダルに接続するドライヴシャフト・アセン
ブリーは、ドライヴシャフトが中央のパイプにあらかじ
め収納されていますが、はずしてしまった場合には、図
15-Bのように、それぞれの接続マークにあわせて接続し
てください。

ドライヴシャフトの接続
メインペダルの左側とサブペダルの右側にある接
続部（突起部）（B）にドライヴシャフトのジョイント
部（A）を接続します。その際、サブペダルは突起
部の平らな面が上にくるようにフットボードの角度
を設定します。最後に付属のドラムキーでキーボ
ルトを ①, ② の順でしっかりと締めてください（図
13、14）。

キーボルト（ドライヴシャフト接続用）をゆるめ、
左右のペダルの距離を調整し、再び締めて固定し
ます（図15-A）。

図 13

ドライヴシャフト

キーボルト

レバー

キーボルト
（ユニロック
　フットボード
　アングルカム）

ドラムキー

ロワーナット

・サブペダルの組み替え
サブペダルをシングルペダルに組み替えるには、メイ
ンペダルで外したポストからスプリングアセンブリー
とビーターホルダーリンクを取り外しサブペダルに取
り付けます。

スプリングアセンブリーを取り外すには、レバーを上
げ解除した後 <図 23-a>、ロワーナットを回してボル
トから外し<図 23-b>、ユニロックフットボードアング
ルカムのキーボルトをゆるめ<図 23-c>、ポストから
外します <図 23-d>。最後にレバーをゆっくりと開き
ポストから取り外します <図 23-e>。その際レバーを
開きすぎて変形させないようご注意ください。ビー
ターホルダーリンクは、付属のドラムキーでキーボル
トを完全にゆるめてクランプを開いて外します <図
23-f>。

・メインペダルの組み替え
メインペダルをシングルペダルに組み替えるには、ま
ず、付属の六角レンチ（3mm）かドラムキーでフープ
クランプ下部 2箇所の皿ビスをゆるめフープクランプ
を取り外します（図 20）。

モデュラーポストシステム
P-3002D はダブルペダルを 2つのシングルペダルに
組み替えることができるモデュラーポストシステムを
搭載しております。

次に、左側ポスト下部にある4箇所の皿ビスをゆるめ、
左側のポストも取り外します（図 21）。

最後に、取外したフープクランプを図の位置に再び取
り付けてください（図 22）。これでメインペダルの組み
替えは完了です。

図 20

図 21

図 22

 図 23

マジックテープ

滑り止めマジックテープの装着
カーペット面などで演奏をする際の滑り止めとして、
同梱のマジックテープを図の位置に貼り付けてくだ
さい。貼る面のほこり、油分、水分はよくふきとっ
てください（図19）。

図 19

トラクショングリップ変更例初期設定

より強いグリップ感をお望みの場合は、別売りの P-2000
シリーズ用トラクションラバー(NP-238N)も取り付け可能
です。

ビーターホルダー
リンク

TMオイル、マジックテープ（6枚）、六角レンチ（3mm・2.5mm）

注意

オプション（別売り）　
・ウッドビーター (B-300W)
・トラクションラバー (NP-283N/7)
・ペダルスタビライザー (PS-300)
・NiNjA オイル (OL-300)

パール楽器製造株式会社
〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西 10-2-1

電話：047-484-9111（代表）

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田 593-1
電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

http://www.pearlgakki.com
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。
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アレンスクリュー

六角レンチ

アジャストノブ
ウイングボルト

フープクランプシステム
P-3002D のフープクランプシステムは、バスドラム
のフロントを上げつつペダル自体が床に対して水
平になるようにラバーグリップが球面形状になって
います。取付けの際は、バスドラムのフープをは
さみ、ウィングボルトを締めてペダルを固定します。
工場出荷時には、厚め、薄目のフープにも対応で
きるようにセッティングされておりますが、フープ
の厚さが合わない場合やペダルが浮き上がってし
まう場合は、付属の六角レンチ（2.5mm）でアレン
スクリューをゆるめ、アジャスノブをまわして調整
して下さい。調整が終わったら、再びアレンスク
リューを締めて固定してください（図17）。

図 17

レバー

アッパーナット

スプリング

ロワーナット

スプリングテンションの調整
P-3002D にはスプリングテンションを簡単かつ確実
にロックできる "クリックロック "機構が搭載されて
おります。スプリングテンションを強くしたい場合
にはレバーを上げて解除し、アッパーナットをゆる
めてからロワーナットを締め付けます (図16-A)。ス
プリングテンションを弱くしたい場合にはレバーを
上げて解除し、逆の手順で行います。好みのテン
ションが決まりましたらアッパーナットとロワーナッ
トをしっかりと締めて下さい（このシステムは、調整
後のゆるみを防ぐダブルナット方式ですので双方の
ナットを十分に締めて下さい）。最後にレバーをしっ
かりとロワーナットの溝にカチッとはまるまで下げ
てください（図16-B）。

図 16-B

図 16-A

図 15-A

図 15-B

B

取扱説明書
この度は、P-3002D / P-3002DL / P-3001D /  ドラムペダルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧ください。
A

                オイル
P-3002D は高性能のNiNjAベアリングを搭載しており、
スピードに優れたスムースな動作性を実現しており
ます。この動作性を維
持するためには付属の
NiNjAオイルを定期的
に注油してください（図
25）。
また、ヒンジ、ダイレク
トリンクにもスムースな
アクションが得られる
特殊ベアリングを搭載
しておりますので、こち
らにも定期的に注油し
てください（図 26, 27）。

<a>

<b>

<c>

<f>

<d>

<e>

取外したスプリングアセンブリーとレバー、ビーター
ホルダーリンクをサブペダルに取り付け、ビーターを
セットすればサブペダルの組み替えは完了です。ユニ
ロックフットボードアングルカムのキーボルトは取り
外して向きを変えますと角度の調整がしやすくなりま
す（図 24）。

図 24
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デュオ・デックの調整
デュオ・デックはショートフットボードとロングフッ
トボードの 2種類のモードに組み替えることが可能
な新しい機能です。

ロングフットボードに変更するには、ペダルを裏返
し、付属の六角レンチ（3mm）または、ドラムキー
でボトムプレートの 4箇所の皿ビスを取り外し、ボ
トムプレートからヒールプレートとヒンジを取り外し
ます（図9）。

次に、ヒンジのセムスビスを付属の六角レンチ
（3mm）、またはドラムキーを使い抜き取り、ヒン
ジを取り外します（図10）。

取り外したヒンジを図の位置にずらし、付属の六
角レンチ（3mm）または、ドラムキーでセムスビス
を再びしっかりと取り付けます（図11）。

最初に取り外したヒールプレートをフットボードと
ヒンジの間に置き、残りのセムスビス2本で固定し
ます。最後にヒンジをアンダープレートに 2本の皿
ビスで固定して下さい（図12）。
ショートフットボードに戻すためには逆の手順で取
り付けを行ってください。

ショートフットボード ロングフットボード

図 12

図 10

図 11

注意 : デュオ・デック (フットボード )には、種類の異な
るビスが使用されております。取付けの際は、十分ご注
意ください。

Flat Head
Screw

3-Piece
Screw

Note : The Duo-Deck Footboard uses two different 
types of screws. Make sure to use the correct screws.

ヒント : フットボードの初期設定は、ショートフットボー
ドとなっております。

ヒント: ビーターストッパー
の初期設定は、ビーターホ
ルダーリンクの窓にあるイ
ンデックスマークと、シャフ
ト上のラインが合わさった
位置となっております(図2)。

インデックス
マーク

ビーターホルダーリンク

キーボルト

図 2

図 1-B

図 1-A

図 3

図 4-A

コントロールコアビーターのセッティング
ビーターホルダーリンクにビーターストッパーが当
たるまでコントロールコアビーターを差し込み、付
属のドラムキーでキーボルトをしっかりと固定しま
す（図1-A）。その際、ビーターストッパーがビーター
ホルダーリンクにしっかりとはまっている事をご確
認ください（図1-B）。

コントロールコアビーターのポジションを変える際
は、付属の六角レンチ（3mm）またはドラムキー
でストッパーのアレンスクリューをゆるめ、ビーター
ホルダーリンクのキーボルトをゆるめてください。
お好みのポジションが決まりましたらキーボルトを
しっかりと締めてください。最後にビーターストッ
パーの向きに注意してアレンスクリューを締めてく
ださい（図3）。

ビーターストロークアジャストメント
P-3002Dはビーターホルダーリンクを、コントロー
ル重視の "A"ポジション、パワー重視の "B"ポジショ
ン、2つの位置にセッティングできます。

また、ビーターの角度は無段階で、フットボードの角
度と独立して行うことができます。

・ビーターホルダーリンクポジションの調整
"B"ポジションに変更するには、ビーターホルダー
リンクのキーボルトをゆるめ、クランプを適度にひ
らき、ポジションを変えてください（図4-A、4-B）。
その際、キーボルトは完全にゆるめる必要はあり
ません。

・ビーターアングルの調整
ビーターの角度を変えるにはキーボルトをゆるめ、
ポストとビーターホルダーに刻まれた目盛りを参考
にして、キーボルトをしっかりと締めてください（図
5, 6）。

図 4-B

"B" / パワー重視"A" / コントロール重視

ヒント : ビーターストッパーは、セッティングを再現する
際にも効果的です。

ヒント : ビーターホルダーリンクの初期設定は、"A"ポジ
ションとなっております。

図 5 図 6

注意 : 付属のNiNjAオイル以外は注油しないでください。

ヒント

ご使用の際は、すべてのネジ類がしっかりとし
まっている事をご確認ください。ネジ類がゆる
んだ状態でそのままご使用されますと、製品の
破損および、思わぬ事故の原因となります。

図 14

ドライヴシャフト

キーボルト

A
B

トラクショングリップ

セムスビス

トラクションプレート

トラクションプレート/
トラクショングリップの設定
フットボードに埋め込まれたトラクショングリップは
個別に取りはずして、お好みのグリップ位置にセッ
ティングすることが可能です。トラクショングリップ
の位置を変更する際は、付属の六角レンチ（3mm）
または、ドラムキーでフットボード裏のセムスビス
をゆるめ、トラクションプレートを外してください（図
18）。お好みのトラクショングリップの位置が決まり
ましたらトラクションプレートをグリップの位置に合
わせ、裏のセムスネジをしっかりと締めてください。

図 18
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ダイレクトリンクの調整
ダイレクトリンクはヘビーな踏み応えの "H"ポジショ
ンとライトな踏み応えの "L"ポジションの二種類の
セッティングが可能です。

"L"ポジションに変更するには、付属のドラムキー
でダイレクトリンクのキーボルトを取り外し、"L"ポ
ジションの位置にキーボルトを差込み、しっかりと
締め付けます（図7-A、7-B）。
再び "H"ポジションに戻す際には、逆の作業を行っ
てください。

"L" / ライトな踏み応え"H" / ヘビーな踏み応え

ヒント: ダイレクトリンクの初期設定は、"H"ポジションと
なっております。

キーボルト

図7-A 図7-B

Direct Link Adjustment
The Direct Link can be adjusted to provide a 
Heavier or a Lighter feel.

To change to a Lighter Feel, remove the Key Bolt 
with the Multi-Function Drum Key as shown. 
Move the Direct Link to the forward set of holes 
and re-attach the Key Bolt. To change back to a 
Heavier Feel, remove the Key Bolt and attach the 
Direct Link to the rear set of holes (Fig. 7-A, 7-B).

"L" Position
(Lighter Feel)

"H" Position
(Heavier Feel)

Note : The Direct Link is set at the factory in the 
Heavier Feel "H" Position.

Key Bolt

Fig. 7-A Fig. 7-B

ユニロックフットボード
アングルカム

キーボルト
ドラムキー

初期設定

図8-B
図8-A

サブペダル

メインペダル

. Converting the Main Pedal
To convert the Main Pedal to a Single Pedal, turn 
the pedal over and remove the two Flat Head 
Screws with the provided Multi-Function Drum Key 
or Allen wrench (3mm) and detach the Hoop 
Clamp (Fig.20). 

Modular Post System
The P-3002D features Pearl’s Modular Post System 
that allows easy conversion from a Double Pedal to 
two Single Pedals.

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Slave Side Pedal

Main Pedal

図 26 図 27

図 25

                Oil
The P-3002D features precision NiNjA bearings for 
incredible speed and smoothness. To keep them 
functioning at their 
maximum speed and 
performance it's 
recommended that 
you apply genuine 
NiNjA Oil at regular 
intervals (Fig.26). 
NiNjA Oil is also ideal 
for use on footboard 
hinges and Direct Link 
bearing to maintain 
"like-new" performance 
(Fig.26, 27). 
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