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Note
*P-901 includes only one beater.
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BASIC SET-UP 
1. Connect one end of the Drive Shaft Assembly to the 

short extension of the axle of the Secondary pedal as 
shown.  (Fig. A) 

2. Connect the the other end of the Drive Shaft Assembly 
to the short extension of the axle on the left side of the 
Primary pedal as shown. (Fig. B) 

Fig. A

Fig. B

INSTRUCTION MANUAL
Congratulations on your purchase!

For optimum performance and explanation of the features and adjustments of 
this pedal, please read this Instruction Manual before playing.

Duo Beat
(2-Surface Beater)

3.  Loosen the Key Bolts on the Center Connecting Tube 
of the Drive Shaft. Adjust the distance between the 
Primary pedal and the Secondary pedal to your liking. 
Re-tighten the Key Bolts. (Fig. C-1) 

Note: You may need to rotate the Drive Shaft Assembly 
to bring the footboard of the Secondary (left) pedal to the 
proper playing height (angle) before attaching the Drive 
Shaft to the Primary pedal. 

Note: If the pedals are extended too far, the Drive Shaft 
will come apart. Reassemble the Drive Shaft with the 
dots aligned as shown in Fig. C-2. 

ANCHOR SCREW 
Turn the Anchor Screws 
clockwise to help prevent 
your pedals from sliding. 
Use a rug or carpet to 
protect floor surfaces.

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-tighten the Key Bolt.

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.

HOOP CLAMP SYSTEM 
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. 
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このたびは、P-902 / P-902L / P-901 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

Key Bolts 
(for Drive Shaft Attachment)

Key Bolts 
(for Adjusting Pedal Spacing)

POWERSHIFTER
The P-902 is equipped with Pearl's exclusive PowerShift-
er 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.

Fig. C-1

Fig. C-2

Take care when handling or moving the fully 
assembled P-902/902L Twin Pedal to 
prevent damage to the Drive Shaft and its 
components. 
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.

CAUTION 

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

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 combina-
tion of power and speed.
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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7)。
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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9)。

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10）。

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
12）。

アンカーボルト 
ペダル本体の動きを防ぐ
ためのストッパー。床面に
キズをつける恐れがあり
ますので、状況に応じてお
使い下さい（図11）。
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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8)。

The P-901 includes the following components:
 
1. Primary Pedal
2. Duo Beat Beater*
3. Driveshaft Assembly

THE P-901 ADD-ON PEDAL 
CONVERTS YOUR P-900 SINGLE 
PEDAL INTO A DOUBLE PEDAL. 

******************************************

******************************************

Spring Assembly

Beater Angle Cam

Key Bolt

Duo Beat Beater

Duo Beat Beater

Primary
Pedal

Drive Shaft Assembly

Lower Nut

PEARL DOUBLE PEDAL COMPLETE
P-902 / P-902L
P-901 (Double Pedal ASSEMBLY)

PEARL DOUBLE PEDAL COMPLETE
P-902 / P-902L
P-901 (Double Pedal ASSEMBLY)

P-901は、お手持ちのP-900シングルペダルを
サブペダルとし、組み合わせてダブルペダルと
してご使用いただけます。

******************************************

******************************************

スプリングアセンブリー

ビーターアングルカム

キーボルト

デュオビート・ビーター

デュオビート・ビーター

メインペダル

ドライヴシャフト・アセンブリー

ロワーナット

P-901はダブルペダルのメインペダル(右側)に、お手持ちの
P-900シングルペダルはサブペダル(左側)になります。組み
合わせる前に下記の手順でP-900をご用意ください。

1.ビーターホルダーリンクからドラムキーを使ってキーボル
トを抜き取りビーターを外してください。

2.ビーターアングルカムのキーボルトをゆるめてビーターア
ングルカムを取り外します。 

3.ロワーナットをゆるめスプリングアセンブリーを取り外し
ます。

注 意
P-901に付属されているビーターは1本のみです。

注 意
P-900から外したキーボルト、ビーターアングルカム、ス
プリングアセンブリーは大切に保管してください。

これでお手持ちのP-900はサブペダルとしてお使いいただけ
ます。P-901との接続に関しましては文頭の説明文をご参照
ください。また、P-900から取り外しましたビーターはP-901
にお取り付けください。

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。
 
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。

注 意

パール楽器製造株式会社

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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流通センター
〒276‐0046  千葉県八千代市大和田新田593-1　TEL：047-450-1113

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

Note
The P-901 only includes one beater. Please use the beater from 
your P-900 as the secondary beater on  the Primary Pedal.

Your P-900 pedal is now ready to be used as the 
Secondary pedal  and can be attached to the left side of 
the P-901 via the Drive Shaft Assembly. Please refer to 
the basic set-up instructions at the beginning of this 
manual to complete the assembly of your double pedal.

Note
Keep the parts that you removed should you decide to convert 
your P-900 back into a single pedal.

Your P-901 Add-On pedal will become the Primary (right) 
pedal and your P-900 single pedal will become the 
Secondary (left pedal ) of the double pedal. 
Before assembly please prepare your P-900 for use by 
following the steps below.

1.Remove the Key Bolt and the Duo Beat Beater from the 
Beater Holder Link as shown.

2.Loosen the Key Bolt on the Beater Angle Cam and 
remove the Beater Angle Cam.

3.Unscrew and remove the Lower Nut and remove the  
Spring Assembly as shown.

ドライヴシャフト・アセンブリー

セッティング
サブペダル(左側)の右の接続部にドライヴシャフトジョイン
トを差し込み、キーボルトで固定します(図1）。

メインペダル（右側）の左の接続部に、ドライブシャフトジョ
イントの反対側を差し込み、キーボルトで固定します（図2）。

ドライヴシャフト・アセンブリーのキーボルトをゆるめ、六角
シャフトをスライドさせることにより、左右のペダルの間隔
を調整します。位置が決まったら、キーボルトを締めて固定
します(図3)。

※左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、六角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、それぞれの接続ポイン
トにあわせて接続して下さい（図4）。

“パワーシフター” アクション調整システム
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
に移動させることにより、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5,6）。

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。

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

A.

B.
C.

図5

図6

P-901 には下記のようなパーツが含まれています（図13）。
* メインペダル部
* デュオビート・ビーター (注)
* ドライヴシャフト・アセンブリー


