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POWERSHIFTER (P-900)
The P-900 is equipped with Pearl's exclusive 
PowerShifter function that  changes the 
leverage of the footboard and thus the feel of 
your pedal. Please refer to the chart below to 
determine the position best suited to your 
playing style.

 Position Feel
 A "STRONG"
 B "NORMAL"
 C "LIGHT"
To change the position of the PowerShifter, 
loosen the Key Bolt in the Heel of the Footboard 
and move the Footboard to the desired position: 
A, B, or C. Prongs under the Heel fit into holes in 
the Power Plate and when properly aligned, the 
Heel will sit flush against the Power Plate. 
Re-tighten the Key Bolt to secure the Heel to the 
Power Plate.
Note: The Heel must be flush against the Power 
Plate or damage to the Pedal may result.

Instruction Manual
Congratulations on your purchase!

To get optimum performance from your Drum Pedal,
please read this Instruction Manual before playing.

BEATER SETTING 
Locate the Beater Holder Link and Key Bolt. 
Insert the shaft of the Duo Beat into the Beater 
Holder Link and tighten the Key Bolt to secure 
the Beater at the desired height.Experiment with 

different beater heights to find 
the best combination of power 

and speed.

SPRING TENSION ADJUSTMENT 
To increase the tension of the spring, loosen the 

Upper Nut and tighten the Lower 
Nut until the desired tension is 
achieved. To decrease the 
tension, loosen the Lower Nut. 
Once you're satisfied with the 
spring tension, tighten the Upper 
Nut securely to keep the spring 
tension from loosening while 
playing.

BEATER ANGLE ADJUSTMENT 
Depending on your preference, the beater can 
be positioned closer or further away from the 
bass drum head. This is accomplished by 
loosening the Key Bolt on the Beater Angle Cam 
and swinging the beater to the desired angle. 
Re-tightening the Key Bolt.

Upper nut

Lower nut

HOOP CLAMP WING BOLT 
Place the pedal on the bass drum hoop and 
square the pedal to the floor. Tighten the Wing 
Bolt to clamp the pedal firmly in place. 

DUO BEAT (2-Surface Beater) 
The Duo Beat Beater features a 
Felt Surface (A) for a full, warm 
sound and a Plastic Surface (B) 
for a sharper, punchier  sound.  
Use the side that best suits 
your playing style.
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デュオビート・ビーター 
スタンダードなフェルト（A）とハードな樹脂（B）の2
タイプの素材を使い、それぞれ異なる形状をもた
せたビーター。サウンドの違いをぜひお試し下さい 
(図3)。
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このたびは、P-890/900 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。
この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らん下さい。

取扱説明書

"パワーシフター" (P-900のみ)
アクション・アジャストメントシステム
ヒールプレートのキーボルトをゆるめ、フットボー
ドを前後にスライドさせることにより、フットボー
ドのポジションを3通りに設定することができる、
画期的なメカニズム。A、B、Cのいずれかの位置を
選び、キーボルトで固定します。それぞれ異なるア
クションが楽しめますので、ぜひお試し下さい (図
1,2)。

A．踏み込んだパワーがダイレクトに伝わる、踏み
ごたえのあるポジション。

B．素直なアクションが得られる、ノーマルポジション。
C．スピーディーなフットワークに対応する、ポジ
ション。

ビーターアングルの調整
ビーター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ビーター
の角度を無段階に調整することができます。好み
のビーターアングルが決まったら再びキーボルトで
固定します (図5)。

セッティングの際は、ビーターシャフトをビーターホ
ルダーリンクに差し込み、好みのポジションが決
まったらキーボルトで固定します (図4)。

スプリング・テンションの調整
スプリングのテンションを強くした
い場合には、アッパーナットをゆる
めてからロワーナットを締めます。
弱くしたい場合には、それとは逆の
手順で行います。
このシステムは、調整後のゆるみを
防ぐための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
お使い下さい (図6)。

フープクランプ
バスドラムのフープをはさみ、ウイングボルトを締
めてペダルを固定します(図7)。

ホーローネジがゆるんだ場合には、付属の
六角レンチで締め直して下さい。また、
チェーン、カムローラー、フットボードヒンジ
などの可動部分には時おり注油(グリス等)
して下さい。 
 
ベアリングへの注油に、粘性の低い潤滑油
のご使用はお控えください。
 
フットボードヒール裏面のゴムは、ほこりな
どが付着するとグリップ力が落ちてしまい
ます。その場合は湿らせた布等で拭き取っ
て下さい（P-900のみ）。
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Caution
Periodically check all Allen Screws for 
tightness and tighten them with the 
provided Allen Wrenches as needed.  
Periodically apply lube to all moving parts 
such as the Chain, Cam Roller, Footboard 
Hinge, etc. for optimal speed and extended 
life of your pedal. Bearings should be 
lubricated with grease, not liquid oil. 
To maximize traction of the rubber mats 
underneath the "PowerPlate", keep them 
clean and dust free using a damp cotton 
towel.

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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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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