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ウイングボルト（フープクランプ）

フットボード

シングルチェーン

キーボルト （ビーターセッティング）

ビーターホルダーリンク

デュオビート・ビーター

チェーンドライブ・アルミダイカストホイール

キーボルト 
（ビーターアングル調整）

フープクランプ

スプリングアセンブリー

注  意
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ください。

ビーターアングルの調整
ビーターの角度はビーターアングルカムのキーボルトをゆるめ
ることで、スプリングのテンションを変えることなく調整でき
ます。 アングルが決まったらキーボルトを締めて固定してくだ
さい（図2）。 セッティングの際はビーターアングルカムに刻まれ
ているゲージの目盛りを参考にしてください。
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デュオビート・ビーターのセッティング
ビーターホルダーリンクにデュオビート・ビーターを差し込みま
す。 お好みのポジションが決まったら付属のチューニングキー
でキーボルトをしっかりと固定します（図1）。

スプリングテンションの調整
スプリングテンションを調整するには、まずアッパーナットを
ゆるめます。テンションを強くしたい場合はロワーナットを締
め、テンションを弱くしたい場合は逆にロワーナットをゆるめ
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ください（図4）。

フープクランプ
バスドラムのフープをフープクランプではさみ、ウィングボルト
を締めてペダルを固定します（図6）。

アッパーナット

フープクランプ

ウィングボルト

スプリング
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フロアプレート
フロアプレート裏面のゴムは、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
取ってください。

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.
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注意
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。

デュオビート・ビーター

ビーターホルダーリンク

Beater Holder Link

Beater Angle Cam

チューニングキー

キーボルト

アンカーボルト

ビーターアングルカム
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キーボルト
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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で
す。サウンドの違いをぜひお試しくださ
い （図3）。
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パワーシフター
フットボードを前後にスライドさせることで、3つの異なるアク
ションを設定することができるシステムです。 工場出荷時はB
の位置で設定されています（図7）。 A、Cの位置に変えるには
ヒールプレートのキーボルトをゆるめ、お好みの位置にフット
ボードをずらしてください。 設定が決まりましたらキーボルト
をしっかりと締めなおしてください（図8）。
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キーボルト

ヒールプレート
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B（工場出荷時）
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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。

Beater Angle Adjustment
The beater angle can be adjusted by loosening the Key 
Bolt on the Beater Angle Cam. Adjust to desired setting 
and tighten Key Bolt to secure (Fig.2). For small incremen-
tal changes or to index settings use the Gauge located on 
the Beater Angle Cam.
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Beater Setting
Insert the DuoBeat Beater into the Beater Holder Link with 
the desired face toward the bass drum head. Tighten the 
Key Bolt with a Tuning Key to secure at your desired height  
(Fig.1).

Spring Tension Adjustment
To adjust the spring tension, first loosen the Upper Nut. To 
increase spring tension, turn the Lower Nut clockwise. To 
decrease spring tension turn the Lower Nut counter-clock-
wise. Once desired spring tension is achieved, tighten the 
Upper Nut against pedal frame firmly. Before playing, make 
sure that both Upper and Lower Nuts are tight (Fig.4).

Hoop Clamp Wing Bolt 
To attach your pedal to the bass drum, slide the bass drum 
hoop between the Hoop Clamp and the bottom lip of the 
pedal. Square the pedal and tighten the Wing Bolt to 
secure (Fig.6).

Upper Nut

Hoop Clamp

Wing Bolt

Spring

Lower Nut

Fig.1

Fig.2

Key Bolt

Key Bolt

Tuning Key

Tuning Key

DuoBeat
The DuoBeat 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 (Fig.3).
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PowerShifter
The PowerShifter function allows you to change the feel and 
action of the pedal by shifting the footboard position back 
and forth. To change the position, loosen the Key Bolt in the 
Heel Plate of the footboard and move the footboard to the 
desired position: A, B or C. Tighten the Key Bolt again 
(Fig.7). 

Spring Assembly

DuoBeat (2-Surface Beater)

Rubber Mats
To maximize traction of the rubber mats underneath the 
Power Plate 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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Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance of your "P-922 Drum Pedal, 

please read this Instruction Manual before playing.
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キーボルト
（ドライヴシャフト接続用）
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キーボルト

BA
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ドライヴシャフトの長さを調節するには、接続部のキーボルト
をゆるめます。左右のシャフトの長さが均等になるように調整
しましたらキーボルトをしっかりと締めて固定してください (図
11) 。
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ドライヴシャフトの接続
メインペダルの左側にある接続部（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 (図9)。 チューニングキー
で2つのキーボルトを平らな面（キーボルト1）、側面（キーボル
ト2）の順番でしっかとりと締めて固定してください。 サブペダ
ルも同様にドライヴシャフトを接続します（図10）。 その際、続
部の突起部（B）の平らな面が上にくるように六角シャフトを回
転してください。

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接続パイプ
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12
のように、それぞれの接続ポイントにあわせて接続してください。

ヒント
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Key Bolt

To adjust the length of the Drive Shaft Assembly, loosen the 
Key Bolts on the Center Connecting Tube. Adjust the length 
to your liking and make sure that both Drive Shafts are in 
equal length. Re-tighten the Key Bolts to complete the 
adjustment (Fig.10).

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 Drawing (Fig.11).

Note

Recommended for carpeted 
surfaces only. Use on hard 
flooring may result in 
damage to the surface from 
spikes. Check to ensure 
spikes are retracted when 
used on these surfaces.

CAUTION
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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. You may 
need to rotate the Hexagonal Axle on the Slave Side Pedal 
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. Tighten Key Bolt 1 with the 
provided Drum Key and then Key Bolt 2 (Figs.8, 9).
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六角シャフト
キーボルト 1

キーボルト 2

アンカーボルト
サブペダルの動きを防ぐため
のストッパーです。アンカーボ
ルトを時計回りにまわすことで
剣先が出ます。床面に傷をつけ
る恐れがありますので、状況に
応じてお使いください（図5）。

Anchor Screw

Anchor Screw
To prevent the left Pedal from 
creeping forward while playing, 
turn the Anchor Screws 
clockwise to extend the spikes 
downward into the floor (Fig.5).

Anchor Screw

アンカーボルト

ビーター
アングルカム

Beater Angle
Cam


